
第 6 回 三浦すいかOWS大会2017

2017年8月12・13日(1) 男子3Km クラス別順位
15～19歳

DNF 1 加藤 大地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 途中棄権 

20～24歳

総合2 3 塩田 勝之 ｼｵﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 東京都 41分47秒35 

総合4 5 野口 雪樹 ﾉｸﾞﾁ ｷﾖﾑ 神奈川県 44分32秒14 

総合5 4 中山 泰誠 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｾｲ 神奈川県 45分30秒29 

   1位 2 杉沢 豪也 ｽｷﾞｻﾜ ｶﾂﾔ 神奈川県 50分23秒12 

25～29歳

総合1 10 鮫島 渓太 ｻﾒｼﾏ ｹｲﾀ 埼玉県 38分34秒87 

総合3 12 米津 慎之介 ﾖﾈﾂ ｼﾝﾉｽｹ 神奈川県 43分58秒06 

   1位 7 中村 亮太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 48分47秒75 

   2位 11 山崎 幹雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｷｵ 神奈川県 57分14秒52 

   3位 9 田中 晴貴 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 愛知県 1時間08分53秒24 

OPN 8 森 勇真 ﾓﾘ ﾕｳﾏ 埼玉県 1時間12分52秒57 

30～34歳

総合6 13 佐藤 清一朗 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁﾛｳ 東京都 45分54秒95 

   1位 14 岡田 才門 ｵｶﾀﾞ ｻｲﾓﾝ 東京都 51分46秒01 

OPN 16 小日山 喬 ｺﾋﾔﾏ ﾀｶｼ 神奈川県 1時間22分04秒39 

DNS 17 田邊 悠 ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 神奈川県 棄権 

35～39歳

   1位 34 渋谷 健助 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝｽｹ 神奈川県 47分36秒48 

   2位 29 佐久間 信太朗 ｻｸﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 50分24秒81 

   3位 31 山名 一平 ﾔﾏﾅ ｶｽﾞﾅﾘ 東京都 57分17秒02 

   4位 27 藤本 昌弘 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 東京都 57分18秒75 

   5位 30 新井 耕平 ｱﾗｲ ｺｳﾍｲ 埼玉県 58分23秒45 

   6位 21 鬼塚 哲史 ｵﾆﾂﾞｶ ｻﾄｼ 埼玉県 58分59秒27 

   7位 22 金井 裕 ｶﾅｲ ﾕﾀｶ 東京都 59分30秒38 

OPN 33 北川 剛史 ｷﾀｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 東京都 1時間08分27秒24 

   8位 28 新妻 光一 ﾆｲﾂﾞﾏ ｺｳｲﾁ 大阪府 1時間20分07秒89 

OPN 23 山岸 陽 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｳ 東京都 1時間20分58秒39 

   9位 20 下谷 邦仁 ｼﾓﾀﾆ ｸﾆﾋﾄ 東京都 1時間21分56秒05 

  10位 32 小山 信和 ｺﾔﾏ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 東京都 1時間35分26秒65 

DNS 18 新城 優 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾕｳ 東京都 棄権 

DNS 19 海野 将之 ｳﾝﾉ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 棄権 

DNS 24 白崎 涼介 ｼﾗｻｷ ﾘｮｳｽｹ 東京都 棄権 

DNS 26 森田 洋平 ﾓﾘﾀ ﾖｳﾍｲ 東京都 棄権 

40～44歳

   1位 37 吉村 光司 ﾖｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ 埼玉県 50分32秒02 

   2位 46 石川 誠 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 山梨県 59分14秒27 

   3位 47 矢部 洋一 ﾔﾍﾞ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 1時間01分11秒28 



第 6 回 三浦すいかOWS大会2017

2017年8月12・13日(1) 男子3Km クラス別順位
40～44歳

OPN 50 江口 直 ｴｸﾞﾁ ﾅｵ 東京都 1時間03分56秒72 

OPN 38 細谷 憲司 ﾎｿﾔ ｹﾝｼﾞ 東京都 1時間05分07秒88 

   4位 40 山田 岳 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾞｸ 神奈川県 1時間05分34秒54 

   5位 49 中村 中 ﾅｶﾑﾗ ｱﾀﾙ 埼玉県 1時間07分18秒29 

   6位 42 小久保 貴章 ｺｸﾎﾞ ﾀｶｱｷ 千葉県 1時間07分56秒39 

   7位 39 春名 徹男 ﾊﾙﾅ ﾃﾂｵ 東京都 1時間07分59秒59 

   8位 48 持増 誠 ﾓﾁﾏｽ ﾏｺﾄ 千葉県 1時間18分50秒66 

OPN 36 松浦 裕幸 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1時間19分29秒90 

   9位 51 武田 典幸 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 東京都 1時間24分06秒06 

  10位 44 松岡 優 ﾏﾂｵｶ ﾕｳ 東京都 1時間26分02秒96 

  11位 52 後藤 雅康 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾔｽ 東京都 1時間34分24秒35 

DNF 35 穴澤 亮司 ｱﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 埼玉県 途中棄権 

DNF 41 畠山 奨二 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 東京都 途中棄権 

DNS 43 角田 宗士 ﾂﾉﾀﾞ ｿｳｼ 東京都 棄権 

DNS 45 佐竹 大 ｻﾀｹ ﾀﾞｲ 神奈川県 棄権 

45～49歳

   1位 54 加地 宗和 ｶｼﾞ ﾑﾈｶｽﾞ 東京都 50分03秒29 

   2位 74 武田 浩詩 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都 50分14秒33 

   3位 57 井之川 俊介 ｲﾉｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 51分14秒68 

   4位 62 吉野 功哉 ﾖｼﾉ ｶﾂﾔ 埼玉県 52分45秒31 

   5位 66 阪田 光保 ｻｶﾀ ﾐﾂﾔｽ 埼玉県 53分27秒65 

   6位 63 鎌原 正幸 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 1時間03分28秒64 

OPN 64 卯津江 穣 ｳﾂｴ ｼﾞｮｳ 神奈川県 1時間03分54秒91 

OPN 72 庄司 貢一郎 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 1時間08分19秒43 

   7位 75 作地 秀二 ｻｸﾁ ｼｭｳｼﾞ 山梨県 1時間08分43秒73 

OPN 78 松浦 正裕 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 1時間08分56秒97 

   8位 81 春日 光浩 ｶｽｶﾞ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 1時間09分56秒78 

   9位 69 小笠原 勝 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｻﾙ 東京都 1時間10分27秒89 

  10位 77 一木 伸夫 ｲﾁｷ ﾉﾌﾞｵ 東京都 1時間11分33秒96 

  11位 80 渡部 泰寿 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾄｼ 東京都 1時間11分43秒27 

OPN 56 堀 哲昭 ﾎﾘ ﾃﾂｱｷ 東京都 1時間12分39秒94 

  12位 76 植村 毅 ｳｴﾑﾗ ﾂﾖｼ 東京都 1時間12分42秒31 

  13位 67 原田 潤 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 東京都 1時間13分48秒41 

  14位 65 久保田 直樹 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ 東京都 1時間15分04秒30 

  15位 71 伊藤 宜久 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋｻ 埼玉県 1時間16分54秒02 

  16位 59 大塚 俊作 ｵｵﾂｶ ｼｭﾝｻｸ 東京都 1時間17分33秒07 

OPN 58 永來 真一 ｴｲﾗｲ ｼﾝｲﾁ 千葉県 1時間21分12秒87 

  17位 79 伯田 整一 ﾊｸﾀ ｾｲｲﾁ 東京都 1時間22分24秒36 

  18位 73 内田 龍夫 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾂｵ 神奈川県 1時間30分54秒37 



第 6 回 三浦すいかOWS大会2017

2017年8月12・13日(1) 男子3Km クラス別順位
45～49歳

DNF 68 国貞 圭介 ｸﾆｻﾀﾞ ｹｲｽｹ 神奈川県 途中棄権 

DNF 70 根本 英樹 ﾈﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 途中棄権 

DNS 55 森 太郎 ﾓﾘ ﾀﾛｳ 東京都 棄権 

DNS 60 小田 圭二 ｵﾀﾞ ｹｲｼﾞ 神奈川県 棄権 

DNS 61 江崎 幸三 ｴｻﾞｷ ｺｳｿﾞｳ 神奈川県 棄権 

50～54歳

   1位 110 中村 旭 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 東京都 52分56秒97 

   2位 109 飯塚 良久 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋｻ 神奈川県 54分36秒87 

   3位 83 芳賀 俊夫 ﾊｶﾞ ﾄｼｵ 神奈川県 54分48秒73 

   4位 119 田口 和弘 ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1時間01分51秒34 

   5位 120 小沢 宏 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 神奈川県 1時間02分10秒11 

   6位 91 赤羽 博文 ｱｶﾊﾈ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 1時間03分13秒03 

   7位 102 瀬川 勝 ｾｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 埼玉県 1時間03分39秒20 

   8位 113 安藤 友久 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｻ 東京都 1時間05分21秒21 

OPN 99 橋本 利和 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ 埼玉県 1時間08分29秒93 

OPN 90 和山 正則 ﾜﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 1時間08分31秒64 

OPN 106 大津 伸一 ｵｵﾂ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 1時間10分18秒74 

   9位 92 辻 史郎 ﾂｼﾞ ｼﾛｳ 東京都 1時間10分24秒07 

OPN 88 植田 徹 ｳｴﾀﾞ ﾃﾂ 東京都 1時間11分13秒02 

  10位 98 道家 民樹 ﾄﾞｳｹ ﾀﾐｷ 東京都 1時間11分24秒04 

  11位 85 林 聡史 ﾊﾔｼ ｻﾄｼ 神奈川県 1時間11分25秒08 

  12位 96 松本 克之 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾕｷ 神奈川県 1時間14分57秒89 

OPN 93 内山 雅史 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｼ 東京都 1時間14分59秒54 

  13位 86 新山 正人 ｱﾗﾔﾏ ﾏｻﾄ 千葉県 1時間16分02秒04 

OPN 117 茨田 二三夫 ﾊﾞﾗﾀﾞ ﾌﾐｵ 千葉県 1時間16分03秒80 

OPN 95 片倉 義之 ｶﾀｸﾗ ﾖｼﾕｷ 東京都 1時間16分21秒38 

  14位 118 金子 一貴 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾀｶ 埼玉県 1時間18分05秒79 

OPN 108 旭 正光 ｱｻﾋ ﾏｻﾐﾂ 神奈川県 1時間18分08秒58 

  15位 97 福嶋 真理 ﾌｸｼﾏ ﾏｺﾄ 埼玉県 1時間18分23秒61 

  16位 100 吉村 博則 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ 大阪府 1時間18分54秒82 

  17位 87 田城 博行 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 1時間19分10秒20 

  18位 82 松村 佳昭 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｱｷ 東京都 1時間23分09秒80 

  19位 115 小田 稔 ｵﾀﾞ ﾐﾉﾙ 千葉県 1時間23分43秒73 

  20位 112 服部 聖 ﾊｯﾄﾘ ｷﾖｼ 東京都 1時間25分52秒03 

DNF 114 松村 浩之 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 途中棄権 

DNS 84 岩崎 純規 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｷ 東京都 棄権 

DNS 89 天野 宏宣 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 埼玉県 棄権 

DNS 94 三瓶 亨 ｻﾝﾍﾟｲ ﾄｵﾙ 神奈川県 棄権 

DNS 101 平出 善男 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾖｼｵ 神奈川県 棄権 



第 6 回 三浦すいかOWS大会2017

2017年8月12・13日(1) 男子3Km クラス別順位
50～54歳

DNS 103 細山 隆一郎 ﾎｿﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 東京都 棄権 

DNS 104 江川 和宏 ｴｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 棄権 

DNS 105 錦田 繁 ﾆｼｷﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 棄権 

DNS 107 山口 幹生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｷｵ 神奈川県 棄権 

DNS 111 皿嶋 明彦 ｻﾗｼﾏ ｱｷﾋｺ 神奈川県 棄権 

DNS 116 高木 徳昭 ﾀｶｷﾞ ﾉﾘｱｷ 神奈川県 棄権 

55～59歳

   1位 122 村井 康秀 ﾑﾗｲ ﾔｽﾋﾃﾞ 東京都 1時間01分34秒92 

   2位 124 石井 芳典 ｲｼｲ ﾖｼﾉﾘ 東京都 1時間02分48秒29 

   3位 127 具志堅 勉 ｸﾞｼｹﾝ ﾂﾄﾑ 東京都 1時間06分47秒69 

   4位 121 西澤 恭一 ﾆｼｻﾞﾜ ｷｮｳｲﾁ 東京都 1時間13分18秒00 

   5位 123 上杉 明夫 ｳｴｽｷﾞ ｱｷｵ 東京都 1時間16分48秒30 

OPN 126 北澤 良光 ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾐﾂ 東京都 1時間24分05秒31 

DNS 125 岩田 賢一 ｲﾜﾀ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 棄権 

60～64歳

   1位 130 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 東京都 1時間05分15秒76 

   2位 132 徳山 一 ﾄｸﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 東京都 1時間10分21秒54 

   3位 131 中野 信幸 ﾅｶﾉ ｼﾝｺｳ 神奈川県 1時間12分46秒62 

DNS 128 紫芝 弘之 ｼｼﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 棄権 

DNS 129 坂倉 浩 ｻｶｸﾗ ﾋﾛｼ 神奈川県 棄権 

65～69歳

   1位 139 舩野 哲夫 ﾌﾅﾉ ﾃﾂｵ 東京都 57分12秒17 

   2位 133 阿久津 広海 ｱｸﾂ ﾋﾛﾐ 群馬県 1時間05分36秒51 

   3位 135 櫻井 龍生 ｻｸﾗｲ ﾀﾂｵ 神奈川県 1時間11分37秒41 

   4位 138 大山 哲司 ｵｵﾔﾏ ﾃﾂｼﾞ 神奈川県 1時間35分08秒10 

DNF 136 山田 貢 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ 神奈川県 途中棄権 

DNS 134 澁谷 実 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾉﾙ 神奈川県 棄権 

DNS 137 平柳 三郎 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 埼玉県 棄権 

70～74歳

   1位 140 小山 晴樹 ｺﾔﾏ ﾊﾙｷ 神奈川県 1時間11分18秒34 

DNS 141 安田 まこと ﾔｽﾀﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 棄権 



第 6 回 三浦すいかOWS大会2017

2017年8月12・13日(2) 女子3Km クラス別順位
20～24歳

総合1 151 中山 悠莉 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾘ 神奈川県 46分03秒68 

   1位 152 松川 絵美 ﾏﾂｶﾜ ｴﾐ 神奈川県 1時間11分11秒21 

DNS 153 杉木 那里沙 ｽｷﾞｷ ﾅﾘｻ 神奈川県 棄権 

25～29歳

総合2 154 髙倉 和恵 ﾀｶｸﾗ ｶｽﾞｴ 千葉県 50分06秒64 

30～34歳

OPN 203 貴田 裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 招待選手 38分22秒69 

総合6 156 間藤 里絵 ﾏﾄｳ ｻﾄｴ 千葉県 58分05秒42 

   1位 157 小林 美保 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 東京都 1時間03分43秒23 

OPN 155 中野 未奈子 ﾅｶﾉ ﾐﾅｺ 東京都 1時間35分37秒66 

35～39歳

総合4 161 広瀬 洋子 ﾋﾛｾ ﾖｳｺ 東京都 54分22秒29 

   1位 162 牧野 葉子 ﾏｷﾉ ﾖｳｺ 東京都 1時間11分29秒20 

   2位 163 谷村 佳子 ﾀﾆﾑﾗ ﾖｼｺ 埼玉県 1時間13分09秒88 

   3位 160 志度 裕子 ｼﾄﾞ ﾕｳｺ 東京都 1時間15分15秒05 

OPN 159 境 由布子 ｻｶｲ ﾕｳｺ 東京都 1時間19分54秒30 

DNF 158 平山 寛子 ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾌﾞｺ 東京都 途中棄権 

40～44歳

   1位 169 小林 順子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｺ 千葉県 1時間03分00秒90 

   2位 171 豊浜 睦月 ﾄﾖﾊﾏ ﾑﾂｷ 神奈川県 1時間04分00秒82 

   3位 167 伊藤 綾子 ｲﾄｳ ｱﾔｺ 神奈川県 1時間04分59秒98 

DNF 166 大野 彩 ｵｵﾉ ｱﾔ 東京都 途中棄権 

DNF 170 山田 貴子 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｺ 東京都 途中棄権 

DNS 164 片倉 亜矢 ｶﾀｸﾗ ｱﾔ 東京都 棄権 

DNS 165 山崎 真理子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾘｺ 神奈川県 棄権 

DNS 168 村田 宏子 ﾑﾗﾀ ｱﾂｺ 東京都 棄権 

45～49歳

総合3 186 塩田 順子 ｼｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 51分12秒61 

総合5 179 原田 佳子 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｺ 東京都 57分26秒62 

   1位 172 山内 淳子 ﾔﾏﾉｳﾁ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 1時間03分10秒58 

   2位 177 近藤 知子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ 東京都 1時間03分31秒65 

   3位 181 宗意 幸子 ﾓﾄｲ ｻﾁｺ 東京都 1時間05分17秒24 

   4位 174 星 美代子 ﾎｼ ﾐﾖｺ 千葉県 1時間07分28秒27 

   5位 185 松本 貴子 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｺ 神奈川県 1時間14分56秒91 

   6位 173 上田 珠江 ｳｴﾀﾞ ﾀﾏｴ 東京都 1時間15分37秒58 

OPN 183 平松 詩子 ﾋﾗﾏﾂ ｳﾀｺ 神奈川県 1時間23分40秒11 

DNF 178 岡村 由美 ｵｶﾑﾗ ﾕﾐ 東京都 途中棄権 

DNF 180 尾藤 理津子 ﾋﾞﾄｳ ﾘﾂｺ 埼玉県 途中棄権 

DNS 176 新倉 寛子 ﾆｲｸﾗ ﾋﾛｺ 神奈川県 棄権 



第 6 回 三浦すいかOWS大会2017

2017年8月12・13日(2) 女子3Km クラス別順位
45～49歳

DNS 182 安藤 幸枝 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｷｴ 東京都 棄権 

DNS 184 藤田 千華 ﾌｼﾞﾀ ﾁｶ 神奈川県 棄権 

50～54歳

   1位 189 松木 まゆみ ﾏﾂｷ ﾏﾕﾐ 東京都 1時間03分17秒99 

   2位 190 西村 幸子 ﾆｼﾑﾗ ｻﾁｺ 神奈川県 1時間06分01秒55 

   3位 187 小池 瑞穂 ｺｲｹ ﾐｽﾞﾎ 千葉県 1時間09分37秒24 

   4位 188 家前 淳子 ｲｴﾏｴ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 1時間17分30秒55 

55～59歳

   1位 197 福田 裕子 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｺ 神奈川県 1時間07分16秒05 

OPN 191 佐藤 貴代子 ｻﾄｳ ｷﾖｺ 神奈川県 1時間12分50秒67 

   2位 194 藤井 千鶴子 ﾌｼﾞｲ ﾁﾂﾞｺ 埼玉県 1時間16分19秒95 

   3位 192 高見澤 かおり ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｶｵﾘ 神奈川県 1時間22分08秒05 

   4位 195 篠永 真弓 ｼﾉﾅｶﾞ ﾏﾕﾐ 茨城県 1時間30分36秒63 

OPN 193 山本 昭代 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾖ 東京都 1時間31分02秒39 

DNS 196 稲守 薫 ｲﾅﾓﾘ ｶｵﾙ 東京都 棄権 

60～64歳

   1位 199 山田 たまき ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾏｷ 神奈川県 1時間12分03秒92 

   2位 200 藤井 慶子 ﾌｼﾞｲ ｹｲｺ 神奈川県 1時間13分54秒28 

DNS 198 白川 和子 ｼﾗｶﾜ ｶｽﾞｺ 神奈川県 棄権 

65～69歳

   1位 201 川村 愛子 ｶﾜﾑﾗ ｱｲｺ 神奈川県 1時間36分25秒50 

DNF 202 倉内 満佐子 ｸﾗｳﾁ ﾏｻｺ 神奈川県 途中棄権 
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2017年8月12・13日(3) 男子1.5Km クラス別順位
14歳以下

総合1 213 向後 隼輔 ｺｳｺﾞ ｼｭﾝｽｹ 埼玉県 21分35秒47 

   1位 211 中條 樹 ﾅｶｼﾞｮｳ ｲﾂｷ 茨城県 30分27秒08 

DNS 212 星野 裕吾 ﾎｼﾉ ﾕｳｺﾞ 静岡県 棄権 

15～19歳

総合3 214 惣谷 陸 ｿｳﾀﾆ ﾘｸ 東京都 21分57秒89 

   1位 216 佐藤 芳紀 ｻﾄｳ ﾖｼｷ 千葉県 24分15秒67 

   2位 217 野沢 麦 ﾉｻﾞﾜ ﾊﾞｸ 東京都 28分44秒21 

   3位 215 杉沢 晃人 ｽｷﾞｻﾜ ｱｷﾄ 神奈川県 30分36秒28 

DNF 218 竹下 斗仁 ﾀｹｼﾀ ﾎｼﾄ 埼玉県 途中棄権 

20～24歳

   1位 220 三又 健太郎 ﾐﾏﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 福島県 36分11秒74 

   2位 221 松井 洸太 ﾏﾂｲ ｺｳﾀ 福島県 37分28秒21 

   3位 223 細川 直人 ﾎｿｶﾜ ﾅｵﾄ 福島県 38分55秒24 

   4位 222 今野 夏樹 ｺﾝﾉ ﾅﾂｷ 埼玉県 39分23秒83 

   5位 224 村上 龍之介 ﾑｶﾗﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 福島県 43分15秒90 

DNF 219 髙橋 光規 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 福島県 途中棄権 

DNF 225 佐藤 柊介 ｻﾄｳ ｼｭｳｽｹ 埼玉県 途中棄権 

25～29歳

   1位 226 川崎 一紀 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞｷ 神奈川県 23分31秒34 

   2位 227 山本 将太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 東京都 25分00秒04 

30～34歳

総合6 235 渡部 学 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 22分39秒55 

   1位 230 尾崎 秀一 ｵｻﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 東京都 30分08秒82 

OPN 234 小野 慎一郎 ｵﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 30分28秒82 

   2位 232 山廣 卓司 ﾔﾏﾋﾛ ﾀｸｼﾞ 神奈川県 31分16秒89 

   3位 228 小清水 公彦 ｺｼﾐｽﾞ ｷﾐﾋｺ 東京都 33分25秒87 

   4位 237 山崎 幹夫 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｷｵ 愛知県 34分58秒14 

   5位 240 中峯 弘隆 ﾅｶﾐﾈ ﾋﾛﾀｶ 埼玉県 40分34秒04 

   6位 229 桑島 圭 ｸﾜｼﾏ ｹｲ 東京都 44分45秒55 

DNF 231 田中 佑一郎 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 埼玉県 途中棄権 

DNS 233 岩丸 泰之 ｲﾜﾏﾙ ﾔｽﾕｷ 東京都 棄権 

DNS 236 伊藤 大貴 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 棄権 

DNS 238 田村 真二 ﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 棄権 

35～39歳

   1位 241 木島 渉 ｷｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 東京都 22分52秒88 

   2位 245 河西 顕太郎 ｶﾜﾆｼ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 31分15秒00 

   3位 249 佐野 亮 ｻﾉ ﾘｮｳ 神奈川県 34分15秒05 

   4位 248 西田 幸弘 ﾆｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 神奈川県 34分43秒87 

   5位 247 山崎 悟 ﾔﾏｻｷ ｻﾄﾙ 神奈川県 36分04秒22 



第 6 回 三浦すいかOWS大会2017

2017年8月12・13日(3) 男子1.5Km クラス別順位
35～39歳

   6位 242 荒井 敬介 ｱﾗｲ ｹｲｽｹ 東京都 36分21秒78 

   7位 244 山岸 良介 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 東京都 36分35秒15 

   8位 243 濱島 英孝 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 東京都 45分04秒02 

DNS 246 横溝 芳郎 ﾖｺﾐｿﾞ ﾖｼﾛｳ 神奈川県 棄権 

40～44歳

総合2 250 久宗 隆史 ﾋｻﾑﾈ ﾀｶｼ 千葉県 21分51秒74 

   1位 257 中村 健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉県 23分25秒28 

   2位 258 古賀 武文 ｺｶﾞ ﾀｹﾌﾐ 神奈川県 26分03秒99 

   3位 251 矢嶋 元 ﾔｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 埼玉県 27分10秒10 

   4位 254 岩崎 喜裕 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 27分27秒17 

   5位 265 高須 博啓 ﾀｶｽ ﾋﾛｱｷ 東京都 31分06秒16 

   6位 267 高橋 壮之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 東京都 32分25秒66 

   7位 256 長橋 智一 ﾅｶﾞﾊｼ ﾄﾓｶｽﾞ 静岡県 34分46秒64 

   8位 255 安藤 準 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 東京都 36分59秒30 

   9位 264 山崎 嘉久 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ 東京都 38分07秒58 

  10位 263 原嶋 亮至 ﾊﾗｼﾏ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 39分24秒64 

  11位 253 斉藤 輝充 ｻｲﾄｳ ﾃﾙﾐﾂ 埼玉県 40分24秒46 

OPN 252 近藤 慶和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 42分04秒83 

DNS 259 船木 静一 ﾌﾅｷ ｾｲｲﾁ 東京都 棄権 

DNS 260 大岸 健治 ｵｵｷｼ ｹﾝｼﾞ 東京都 棄権 

DNS 261 松永 明憲 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県 棄権 

DNS 262 野村 暁宣 ﾉﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 棄権 

DNS 266 古川 繁夫 ﾌﾙｶﾜ ｼｹﾞｵ 東京都 棄権 

DNS 338 田中 康志 ﾀﾅｶ ﾔｽｼ 東京都 棄権 

45～49歳

総合5 284 中村 正明 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｱｷ 埼玉県 22分33秒55 

   1位 290 更級 学 ｻﾗｼﾅ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 27分55秒25 

   2位 270 加山 雄一 ｶﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 東京都 28分04秒54 

   3位 271 白鳥 孝一 ｼﾗﾄﾘ ｺｳｲﾁ 東京都 28分09秒75 

   4位 294 佐藤 匡寿 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 30分00秒82 

   5位 268 安野 博之 ﾔｽﾉ ﾋﾛﾕｷ 東京都 30分03秒65 

   6位 285 栗原 健博 ｸﾘﾊﾗ ﾀｹﾋﾛ 東京都 30分17秒18 

   7位 292 林 徹 ﾊﾔｼ ﾃﾂ 神奈川県 30分32秒03 

   8位 281 野沢 亮 ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳ 東京都 30分33秒84 

   9位 278 須藤 雄一郎 ｽﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 埼玉県 30分35秒05 

OPN 282 石田 雅彦 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 東京都 30分41秒55 

  10位 287 石川 博之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 30分52秒75 

  11位 295 奥山 則幸 ｵｸﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ 東京都 31分12秒66 

  12位 288 迫 英光 ｻｺ ﾋﾃﾞﾐﾂ 千葉県 32分08秒27 



第 6 回 三浦すいかOWS大会2017

2017年8月12・13日(3) 男子1.5Km クラス別順位
45～49歳

  13位 274 西田 聡 ﾆｼﾀﾞ ｻﾄｼ 東京都 32分52秒18 

  14位 272 川田 順 ｶﾜﾀ ｼﾞｭﾝ 茨城県 33分26秒93 

  15位 280 新留 正俊 ﾆｲﾄﾞﾒ ﾏｻﾄｼ 埼玉県 33分38秒30 

  16位 277 溝口 隆郎 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶｵ 神奈川県 34分24秒65 

  17位 269 黒田 俊平 ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 東京都 35分00秒97 

OPN 275 堀 哲昭 ﾎﾘ ﾃﾂｱｷ 東京都 36分20秒63 

  18位 289 山中 茂 ﾔﾏﾅｶ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 36分48秒83 

  19位 273 垣本 英臣 ｶｷﾓﾄ ﾋﾃﾞｵﾐ 神奈川県 37分29秒07 

OPN 283 櫻井 潔 ｻｸﾗｲ ｷﾖｼ 神奈川県 38分18秒06 

  20位 297 塚田 二朗 ﾂｶﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都 45分58秒37 

  21位 298 中田 訓史 ﾅｶﾀﾞ ｻﾄｼ 埼玉県 49分25秒39 

DNS 276 宮向井 誠 ﾐﾔﾑｶｲ ﾏｺﾄ 神奈川県 棄権 

DNS 279 齊藤 将 ｻｲﾄｳ ｽｽﾑ 埼玉県 棄権 

DNS 286 池田 浩昭 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 東京都 棄権 

DNS 291 金井 太 ｶﾅｲ ﾌﾄｼ 東京都 棄権 

DNS 293 山田 周平 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 東京都 棄権 

DNS 296 森本 将史 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 棄権 

DNS 337 小田桐 覚 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｻﾄﾙ 東京都 棄権 

50～54歳

総合4 302 倉持 功 ｸﾗﾓﾁ ｲｻｵ 神奈川県 22分32秒45 

   1位 300 飯田 正敏 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 埼玉県 27分21秒76 

   2位 312 小林 勝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ 神奈川県 27分40秒73 

   3位 315 鈴木 基則 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾉﾘ 埼玉県 30分15秒65 

   4位 303 森 務 ﾓﾘ ﾂﾄﾑ 神奈川県 30分30秒68 

   5位 309 清水 二郎 ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都 32分56秒24 

   6位 304 水上 達哉 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀﾂﾔ 東京都 34分59秒32 

   7位 306 平田 宗和 ﾋﾗﾀ ﾑﾈｶｽﾞ 神奈川県 36分31秒31 

   8位 310 中村 隆幸 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 36分53秒30 

   9位 313 多井 豊 ﾀｲ ﾕﾀｶ 神奈川県 44分51秒07 

OPN 314 藤田 和裕 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 45分41秒99 

  10位 311 渡邊 和彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 48分01秒27 

OPN 305 深澤 伸朗 ﾌｶｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 東京都 51分27秒45 

  11位 307 奥山 諭 ｵｸﾔﾏ ｻﾄｼ 茨城県 53分33秒28 

DNS 299 堀内 卓 ﾎﾘｳﾁ ﾀｶｼ 神奈川県 棄権 

DNS 301 小野寺 勲 ｵﾉﾃﾞﾗ ｲｻｵ 東京都 棄権 

DNS 308 西田 敏彦 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 東京都 棄権 

55～59歳

   1位 324 藤木 雅己 ﾌｼﾞｷ ﾏｻﾐ 神奈川県 26分54秒84 

   2位 320 熊井 克弘 ｸﾏｲ ｶﾂﾋﾛ 東京都 27分08秒66 
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2017年8月12・13日(3) 男子1.5Km クラス別順位
55～59歳

   3位 318 丹羽 幹治 ﾆﾜ ｶﾝｼﾞ 東京都 32分22秒40 

   4位 322 浅野 哲司 ｱｻﾉ ﾃﾂｼﾞ 神奈川県 32分30秒78 

   5位 316 幾田 旬 ｲｸﾀ ｼﾞｭﾝ 東京都 33分24秒10 

   6位 323 中村 泰彦 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋｺ 東京都 36分57秒87 

   7位 319 盛重 達也 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀﾂﾔ 千葉県 37分03秒64 

   8位 321 小山 健一 ｺﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 37分24秒40 

   9位 326 川嶌 茂男 ｶﾜｼﾏ ｼｹﾞｵ 埼玉県 41分01秒09 

DNS 317 森下 克也 ﾓﾘｼﾀ ｶﾂﾔ 東京都 棄権 

DNS 325 石川 一郎 ｲｼｶﾜ ｲﾁﾛｳ 神奈川県 棄権 

60～64歳

   1位 327 柿崎 修平 ｶｷｻﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 34分22秒83 

   2位 328 江崎 裕之 ｴｻｷ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 38分15秒86 

   3位 329 池崎 暢弥 ｲｹｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 東京都 40分29秒58 

   4位 330 豊留 満 ﾄﾖﾄﾒ ﾐﾂﾙ 千葉県 45分00秒46 

65～69歳

   1位 331 真田 雅行 ｻﾅﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 東京都 33分36秒44 

   2位 333 松岡 喜久夫 ﾏﾂｵｶ ｷｸｵ 神奈川県 35分47秒32 

   3位 334 松井 正明 ﾏﾂｲ ﾏｻｱｷ 東京都 36分36秒34 

DNF 332 岡田 正三 ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 東京都 途中棄権 

70～74歳

   1位 335 齋藤 裕計 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 48分22秒99 

75～79歳

DNS 336 堀内 匡 ﾎﾘｳﾁ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 棄権 



第 6 回 三浦すいかOWS大会2017

2017年8月12・13日(4) 女子1.5Km クラス別順位
14歳以下

総合2 351 高澤 すず ﾀｶｻﾞﾜ ｽｽﾞ 埼玉県 27分05秒15 

DNF 352 堺澤 舞香 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾏｲｶ 埼玉県 途中棄権 

DNS 353 山田 純葉 ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾊ 東京都 棄権 

15～19歳

総合1 354 三代川 菜摘 ﾐﾖｶﾜ ﾅﾂﾐ 千葉県 23分15秒58 

   1位 357 佐藤 遥香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 福島県 34分52秒78 

   2位 356 Mako Hosoda ﾏｺ ﾎｿﾀﾞ 東京都 35分34秒35 

   3位 358 照井 千聖 ﾃﾙｲ ﾁｻﾄ 福島県 36分51秒98 

DNS 355 戸塚 夏萌 ﾄﾂｶ ﾅﾂﾒ 千葉県 棄権 

20～24歳

総合3 360 舘野 ひなた ﾀﾃﾉ ﾋﾅﾀ 埼玉県 27分48秒46 

   1位 359 ﾋﾟｼｶﾞﾙ ｻﾌﾗ ﾋﾟｼｶﾞﾙ ｻﾌﾗ 神奈川県 29分17秒55 

25～29歳

   1位 362 宮崎 可奈子 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾅｺ 東京都 32分38秒17 

DNF 361 森泉 亜美 ﾓﾘｲｽﾞﾐ ｱﾐ 埼玉県 途中棄権 

30～34歳

OPN 400 貴田 裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 招待選手 19分33秒16 

総合4 363 永澤 晴美 ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾙﾐ 東京都 27分58秒88 

総合6 364 間藤 里絵 ﾏﾄｳ ｻﾄｴ 千葉県 28分45秒48 

DNS 365 井原 瑞希 ｲﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 神奈川県 棄権 

35～39歳

   1位 366 尾崎 みその ｵｻﾞｷ ﾐｿﾉ 東京都 29分04秒80 

   2位 367 寺田 志保 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾎ 東京都 30分06秒09 

40～44歳

   1位 370 木村 桜 ｷﾑﾗ ｻｸﾗ 東京都 33分29秒31 

   2位 368 柏崎 智美 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾄﾓﾐ 神奈川県 35分08秒85 

OPN 372 米田 静代 ﾖﾈﾀﾞ ｼｽﾞﾖ 東京都 44分31秒56 

DNF 369 山本 師子 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｺ 東京都 途中棄権 

DNF 371 中林 智美 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 埼玉県 途中棄権 

DNS 373 牧 広美 ﾏｷ ﾋﾛﾐ 東京都 棄権 

45～49歳

総合5 375 高澤 絵美子 ﾀｶｻﾞﾜ ｴﾐｺ 埼玉県 28分13秒43 

   1位 374 中條 史穂 ﾅｶｼﾞｮｳ ｼﾎ 茨城県 32分33秒61 

   2位 377 中村 祐子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 埼玉県 33分37秒31 

OPN 379 庄司 裕美子 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾐｺ 東京都 43分16秒94 

OPN 380 島 康子 ｼﾏ ﾔｽｺ 神奈川県 47分29秒73 

DNS 376 深澤 かおり ﾌｶｻﾜ ｶｵﾘ 東京都 棄権 

DNS 378 村田 祐子 ﾑﾗﾀ ﾕｳｺ 東京都 棄権 

50～54歳

   1位 385 伊藤 純子 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 31分42秒53 



第 6 回 三浦すいかOWS大会2017

2017年8月12・13日(4) 女子1.5Km クラス別順位
50～54歳

   2位 389 今井 浩子 ｲﾏｲ ﾋﾛｺ 神奈川県 32分24秒26 

   3位 388 小林 あゆみ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 神奈川県 34分09秒87 

   4位 382 和田 美恵子 ﾜﾀﾞ ﾐｴｺ 東京都 34分29秒77 

   5位 381 森山 千鶴 ﾓﾘﾔﾏ ﾁﾂﾞﾙ 東京都 36分45秒71 

   6位 390 山宮 やよい ﾔﾏﾐﾔ ﾔﾖｲ 埼玉県 38分51秒93 

OPN 387 藤田 美里 ﾌｼﾞﾀ ﾐｻﾄ 東京都 39分25秒81 

OPN 391 舘野 直子 ﾀﾃﾉ ﾅｵｺ 埼玉県 40分23秒87 

OPN 383 田中 純子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 41分24秒54 

   7位 386 石井 恵津 ｲｼｲ ｴﾂ 東京都 42分01秒88 

   8位 384 中西 麻衣子 ﾅｶﾆｼ ﾏｲｺ 神奈川県 43分35秒58 

55～59歳

   1位 392 関 千江 ｾｷ ﾁｴ 神奈川県 37分55秒92 

   2位 393 山之内 真理 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘ 東京都 40分18秒80 

DNS 394 松岡 裕子 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｺ 東京都 棄権 

60～64歳

   1位 396 濱中 浩子 ﾊﾏﾅｶ ﾋﾛｺ 東京都 39分58秒82 

OPN 395 青山 順子 ｱｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 52分59秒40 

DNS 397 阪本 久子 ｻｶﾓﾄ ﾋｻｺ 東京都 棄権 

65～69歳

OTL 398 堀 照子 ﾎﾘ ﾃﾙｺ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

75～79歳

   1位 399 近藤 浩子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｺ 埼玉県 50分35秒19 



第 6 回 三浦すいかOWS大会2017

2017年8月12・13日(5) 500m×4リレー クラス別順位
80歳未満

総合1 901 30分11秒67 三代川 菜摘 佐藤 芳紀 樋口 蓮 瀬川 泰樹

都賀 Dolphins 
07:49.34 06:49.08 07:42.49

00:07:50.76 00:15:40.10 00:22:29.18 00:30:11.67

120歳未満

総合2 905 30分51秒05 河本 健太 小沼 平 和田 聖己 木野村 和人

Over 1500
08:10.83 07:33.22 07:14.76

00:07:52.24 00:16:03.07 00:23:36.29 00:30:51.05

   1位 904 34分05秒92 郡 恵樹 鈴木 悠希 長田 和也 杉本 直也

ゆｰくんがんばれ！ 
08:52.93 08:37.45 08:15.87

00:08:19.67 00:17:12.60 00:25:50.05 00:34:05.92

   2位 902 34分24秒76 杉山 智紀 稲恒 優里奈 上嶋 夏美 岡 健吾

seamonater
08:41.19 08:45.57 08:36.21

00:08:21.79 00:17:02.98 00:25:48.55 00:34:24.76

   3位 903 39分05秒71 川崎 一紀 山本 将太 綱嶋 亮 香取 諒太

爆泳旧日本兵伝説 
08:22.36 11:58.17 10:41.68

00:08:03.50 00:16:25.86 00:28:24.03 00:39:05.71

160歳未満

総合3 908 30分59秒77 久保 雄誠 佐藤 清一朗 鈴木 友喜 渡部 学

さんぴんｸﾗﾌﾞ 
07:41.21 08:04.46 07:41.39

00:07:32.71 00:15:13.92 00:23:18.38 00:30:59.77

   1位 907 39分26秒53 惣谷 康紀 向後 大輔 向後 隼輔 惣谷 陸

ﾌﾟﾘけつくん 
08:56.03 07:33.87 07:45.40

00:15:11.23 00:24:07.26 00:31:41.13 00:39:26.53

   2位 911 46分25秒16 山根 弘慎 田中 孝尚 石崎 魁 長沢 健斗

ｺﾌﾞﾗｺﾞｰﾙﾄﾞ 
12:00.55 09:25.77 10:21.61

00:14:37.23 00:26:37.78 00:36:03.55 00:46:25.16

   3位 910 46分39秒88 白鳥 孝一 田中 美帆 中村 知佳 浜地 憲太郎

ｲｼﾀﾞ ﾁｰﾑO 
13:11.53 12:46.66 10:54.96

00:09:46.73 00:22:58.26 00:35:44.92 00:46:39.88

OPN 909 50分53秒50 舛田 敦 滝澤 諒 佐野 亮 舛田 敦

C-COM 水泳部 
15:00.57 12:16.39 12:11.10

00:11:25.44 00:26:26.01 00:38:42.40 00:50:53.50

   4位 912 56分29秒01 磯崎 義文 川名 英雄 安達 浩之 大久 拡

ｲｼﾀﾞ ﾁｰﾑA 
11:40.12 12:59.03 21:39.42

00:10:10.44 00:21:50.56 00:34:49.59 00:56:29.01

DNF 906 途中棄権 佐藤 柊介 岩崎 喜裕 斉藤 輝充 鈴木 謙之

WINS MAX
12:45.11 11:59.52

00:09:38.61 00:22:23.72 00:34:23.24

200歳未満

   1位 915 34分14秒61 松下 隆一 高木 真和 木島 渉 倉持 功

ocean dream
09:26.91 07:23.68 07:57.29

00:09:26.73 00:18:53.64 00:26:17.32 00:34:14.61

   2位 916 36分53秒35 森田 知美 矢嶋 元 加山 雄一 伊藤 純子

ocean dream ﾊﾟｰﾄ2 
09:05.82 09:28.80 10:29.45

00:07:49.28 00:16:55.10 00:26:23.90 00:36:53.35

   3位 919 40分28秒01 村井 康秀 西澤 恭一 廻田 恵司 加地 宗和

ﾀﾁﾄﾗ 
11:51.84 10:15.02 08:20.40

00:10:00.75 00:21:52.59 00:32:07.61 00:40:28.01
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2017年8月12・13日(5) 500m×4リレー クラス別順位
200歳未満

   4位 913 41分58秒24 国分 亮 松田 竹善 末松 克輝 中井 祐賀子

古河電工水泳部 
10:04.92 11:08.32 10:38.22

00:10:06.78 00:20:11.70 00:31:20.02 00:41:58.24

   5位 914 43分40秒41 山名 一平 吉村 光司 安藤 準 黒田 俊平

Team HMZ Tri
12:57.22 08:14.93 09:31.49

00:12:56.77 00:25:53.99 00:34:08.92 00:43:40.41

   6位 917 45分33秒08 山崎 嘉久 高橋 壮之 中村 中 西田 聡

Team HMZ48 withN
11:09.13 12:57.91 11:33.16

00:09:52.88 00:21:02.01 00:33:59.92 00:45:33.08

OPN 918 50分15秒95 藤田 美里 庄司 貢一郎 庄司 裕美子 石田 雅彦

SOLUNA
10:43.42 15:05.90 10:11.61

00:14:15.02 00:24:58.44 00:40:04.34 00:50:15.95

240歳未満

   1位 920 36分01秒35 中村 健太郎 後藤 亜希子 藤木 雅己 飯田 正敏

ﾁｰﾑまｰくんｽﾞ 
10:23.30 08:49.21 09:07.20

00:07:41.64 00:18:04.94 00:26:54.15 00:36:01.35

   2位 921 47分31秒71 野田 正人 飯田 芳弘 井出 尚 高橋 洋二

ﾙﾈ赤羽 
12:22.35 12:08.91 14:06.73

00:08:53.72 00:21:16.07 00:33:24.98 00:47:31.71
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2017年8月12・13日(6) 男子5Km クラス別順位
15～19歳

OPN 558 綿貫 慶吾 58分13秒07 

20～24歳

総合3 404 野口 雪樹 ﾉｸﾞﾁ ｷﾖﾑ 神奈川県 1時間07分57秒67 

   1位 401 服部 一希 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞｷ 神奈川県 1時間16分43秒69 

   2位 405 冨田 凌汰 ﾄﾐﾀ ﾘｮｳﾀ 群馬県 1時間21分48秒87 

   3位 407 平出 峻 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾀｶｼ 東京都 1時間26分59秒57 

   4位 557 荒井 海斗 ｱﾗｲ ｶｲﾄ 神奈川県 1時間34分23秒29 

   5位 406 安藤 悠 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 東京都 2時間00分27秒81 

DNF 402 後野 陸斗 ｺﾞﾉ ﾘｸﾄ 東京都 途中棄権 

DNS 403 山本 泰平 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲﾍｲ 神奈川県 棄権 

25～29歳

総合1 409 鮫島 渓太 ｻﾒｼﾏ ｹｲﾀ 埼玉県 59分30秒08 

総合6 408 松原 弘幸 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1時間12分10秒88 

   1位 413 久保 大 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲ 青森県 1時間17分16秒73 

   2位 414 高橋 照明 ﾀｶﾊｼ ﾃﾙｱｷ 神奈川県 1時間17分29秒87 

   3位 412 河野 友哉 ｺｳﾉ ﾄﾓﾔ 東京都 1時間25分13秒95 

   4位 411 飯森 裕真 ｲｲﾓﾘ ﾕｳﾏ 東京都 1時間37分16秒39 

DNF 410 冨樫 慎 ﾄｶﾞｼ ﾏｺﾄ 埼玉県 途中棄権 

30～34歳

   1位 417 瀬戸 大生 ｾﾄ ﾀｲｷ 東京都 1時間15分30秒60 

   2位 422 須田 邦彦 ｽﾀﾞ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 1時間15分43秒15 

   3位 416 小栗 孝之 ｵｸﾞﾘ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 1時間17分20秒17 

   4位 421 齋藤 晃 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 東京都 1時間21分59秒40 

   5位 415 石橋 佑太 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾀ 東京都 1時間42分07秒76 

   6位 418 楠見 龍 ｸｽﾐ ﾘｭｳ 東京都 1時間52分26秒58 

   7位 420 遠藤 洋之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1時間55分27秒33 

DNF 419 岡部 敦史 ｵｶﾍﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 途中棄権 

35～39歳

   1位 443 渋谷 健助 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝｽｹ 神奈川県 1時間13分05秒34 

   2位 423 杉田 真紀 ｽｷﾞﾀ ﾏｻｷ 埼玉県 1時間21分20秒06 

   3位 424 荒賀 謙作 ｱﾗｶﾞ ｹﾝｻｸ 神奈川県 1時間21分56秒12 

   4位 431 根岸 直樹 ﾈｷﾞｼ ﾅｵｷ 埼玉県 1時間27分59秒66 

   5位 436 出口 由和 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 1時間30分02秒26 

   6位 435 碓井 祐吉 ｳｽｲ ﾕｳｷﾁ 神奈川県 1時間31分26秒09 

   7位 439 和田 真志 ﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 東京都 1時間33分57秒06 

   8位 440 坂本 元 ｻｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 静岡県 1時間39分33秒53 

OPN 442 Pechar Tomas ﾍﾟﾁｬｰ ﾄﾏｽ 東京都 1時間39分42秒35 

OPN 425 佐藤 卓 ｻﾄｳ ﾀｸ 東京都 1時間40分29秒98 

   9位 438 山下 博司 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ 神奈川県 1時間41分35秒93 
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2017年8月12・13日(6) 男子5Km クラス別順位
35～39歳

  10位 441 小西 謙輔 ｺﾆｼ ｹﾝｽｹ 埼玉県 1時間45分43秒95 

  11位 430 家頭 恵 ﾔｶﾞｼﾗ ｹｲ 千葉県 1時間47分30秒62 

  12位 429 山下 毅 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾖｼ 東京都 1時間50分22秒48 

  13位 556 須藤 泰貴 ｽﾄｳ ﾔｽｷ 東京都 1時間52分16秒03 

  14位 427 安藤 望 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾑ 東京都 1時間53分16秒84 

OPN 428 飯島 久典 ｲｲｼﾞﾏ ﾋｻﾉﾘ 神奈川県 1時間56分57秒95 

  15位 434 下田 昌平 ｼﾓﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 東京都 1時間57分35秒08 

DNF 432 渡邉 貴宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都 途中棄権 

DNS 426 長栄 潔 ﾅｶﾞｴ ｷﾖｼ 東京都 棄権 

DNS 433 新妻 光一 ﾆｲﾂﾞﾏ ｺｳｲﾁ 大阪府 棄権 

DNS 437 脇丸 尚徳 ﾜｷﾏﾙ ﾋｻﾉﾘ 東京都 棄権 

40～44歳

総合4 458 竹村 壽隆 ﾀｹﾑﾗ ﾄｼﾀｶ 東京都 1時間08分02秒71 

   1位 451 川島 隆伸 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾉﾌﾞ 埼玉県 1時間17分24秒13 

   2位 445 大塚 恭之 ｵｵﾂｶ ﾔｽﾕｷ 埼玉県 1時間19分17秒32 

   3位 456 島田 昌哉 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ 神奈川県 1時間19分19秒28 

   4位 455 関口 俊雄 ｾｷｸﾞﾁ ﾄｼｵ 埼玉県 1時間21分47秒23 

   5位 462 住吉 俊亮 ｽﾐﾖｼ ﾄｼｱｷ 神奈川県 1時間23分11秒37 

   6位 463 野村 家貴 ﾉﾑﾗ ｲｴﾀｶ 千葉県 1時間28分23秒67 

   7位 444 矢嶋 元 ﾔｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 埼玉県 1時間30分46秒04 

   8位 446 二井 紀明 ﾆｲ ﾓﾄｱｷ 東京都 1時間31分02秒15 

   9位 450 椙棟 聡 ｽｷﾞﾑﾈ ｻﾄｼ 東京都 1時間31分34秒52 

  10位 460 牧野 直也 ﾏｷﾉ ﾅｵﾔ 埼玉県 1時間32分49秒90 

  11位 448 小岩 徹平 ｺｲﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 埼玉県 1時間37分06秒29 

  12位 452 平塚 幹隆 ﾋﾗﾂｶ ﾐｷﾀｶ 東京都 1時間38分59秒34 

  13位 464 波多野 仁志 ﾊﾀﾉ ﾋﾄｼ 東京都 1時間41分00秒98 

  14位 449 三木 商吉 ﾐｷ ｼｮｳｷﾁ 神奈川県 1時間42分23秒89 

OPN 454 根岸 嘉明 ﾈｷﾞｼ ﾖｼｱｷ 福島県 1時間47分21秒95 

  15位 467 加藤 良一 ｶﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ 神奈川県 1時間53分59秒04 

  16位 453 轟 啓介 ﾄﾄﾞﾛｷ ｹｲｽｹ 東京都 1時間56分16秒67 

DNF 457 西村 政樹 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｷ 東京都 途中棄権 

DNF 466 関 裕史 ｾｷ ﾋﾛｼ 神奈川県 途中棄権 

DNS 447 山本 真志 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ 東京都 棄権 

DNS 459 松永 明憲 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県 棄権 

DNS 461 須賀 篤史 ｽｶ ｱﾂｼ 埼玉県 棄権 

DNS 465 小野 博之 ｵﾉ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 棄権 

45～49歳

総合5 469 眞鍋 一志 ﾏﾅﾍﾞ ｶｽﾞｼ 埼玉県 1時間08分09秒06 

   1位 471 中野 和彦 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 1時間15分06秒37 
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2017年8月12・13日(6) 男子5Km クラス別順位
45～49歳

   2位 474 田部井 義裕 ﾀﾍﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 群馬県 1時間15分10秒90 

   3位 480 山﨑 弘樹 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ 埼玉県 1時間16分21秒13 

   4位 479 江崎 幸三 ｴｻﾞｷ ｺｳｿﾞｳ 神奈川県 1時間16分48秒48 

   5位 485 木村 元彦 ｷﾑﾗ ﾓﾄﾋｺ 神奈川県 1時間21分11秒16 

   6位 501 日下 太輔 ｸｻｶ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1時間22分01秒64 

   7位 483 神戸 謙二 ｶﾝﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 1時間25分25秒87 

   8位 487 木村 一茂 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ 東京都 1時間25分41秒22 

   9位 488 水野 和成 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞﾅﾘ 東京都 1時間26分04秒04 

  10位 482 石井 慶太 ｲｼｲ ｹｲﾀ 神奈川県 1時間26分31秒79 

  11位 494 山澤 浩司 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 神奈川県 1時間27分14秒33 

  12位 470 井上 亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 神奈川県 1時間28分17秒82 

  13位 468 大島 徳之 ｵｵｼﾏ ﾉﾘﾕｷ 東京都 1時間29分17秒18 

  14位 492 長島 太郎 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀﾛｳ 東京都 1時間31分28秒99 

  15位 496 猪瀬 雄一 ｲﾉｾ ﾕｳｲﾁ 東京都 1時間33分45秒91 

  16位 473 岸田 謙三 ｷｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 東京都 1時間34分37秒78 

  17位 499 林 徹 ﾊﾔｼ ﾃﾂ 神奈川県 1時間35分05秒33 

  18位 504 今村 朋裕 ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 1時間35分26秒98 

  19位 486 中地 修 ﾅｶﾁ ｵｻﾑ 神奈川県 1時間37分07秒27 

  20位 503 藤木 裕之 ﾌｼﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1時間38分39秒17 

  21位 490 江波戸 一貴 ｴﾊﾞﾄ ｶｽﾞﾀｶ 東京都 1時間39分28秒44 

  22位 478 樋口 清美 ﾋｸﾞﾁ ｷﾖﾐ 福島県 1時間41分21秒13 

  23位 476 中田 憲一郎 ﾅｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 1時間46分52秒15 

  24位 475 佐藤 輝雄 ｻﾄｳ ﾃﾙｵ 東京都 1時間48分25秒22 

  25位 498 阿部 元樹 ｱﾍﾞ ﾓﾄｷ 千葉県 1時間49分52秒80 

OPN 497 千秋 昌康 ﾁｱｷ ﾏｻﾔｽ 東京都 1時間55分07秒98 

OTL 481 奥野 晃司 ｵｸﾉ ｺｳｼﾞ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

DNF 472 堀 哲昭 ﾎﾘ ﾃﾂｱｷ 東京都 途中棄権 

DNF 489 津山 恒 ﾂﾔﾏ ﾋｻｼ 神奈川県 途中棄権 

DNF 495 段原 一聽 ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞｱｷ 東京都 途中棄権 

DNS 477 齊藤 将 ｻｲﾄｳ ｽｽﾑ 埼玉県 棄権 

DNS 484 根本 英樹 ﾈﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 棄権 

DNS 491 吉成 崇秀 ﾖｼﾅﾘ ﾀｶﾋﾃﾞ 東京都 棄権 

DNS 493 竹内 一彦 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋｺ 兵庫県 棄権 

DNS 500 那須 宏之 ﾅｽ ﾋﾛﾕｷ 東京都 棄権 

DNS 502 田中 千春 ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 東京都 棄権 

50～54歳

総合2 507 杉沢 毅志 ｽｷﾞｻﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 1時間04分11秒40 

   1位 524 梅崎 敏広 ｳﾒｻﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 東京都 1時間21分16秒36 

   2位 514 青木 晋 ｱｵｷ ｼﾝ 神奈川県 1時間26分23秒02 
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2017年8月12・13日(6) 男子5Km クラス別順位
50～54歳

   3位 519 星加 智章 ﾎｼｶ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 1時間29分12秒40 

   4位 513 田中 豊 ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ 東京都 1時間33分00秒45 

   5位 516 首藤 介伸 ｼｭﾄｳ ﾕｷﾉﾌﾞ 東京都 1時間35分37秒47 

   6位 522 小山 泰司 ｺﾔﾏ ﾀｲｼﾞ 埼玉県 1時間37分47秒55 

   7位 520 荻野 晶之 ｵｷﾞﾉ ﾏｻﾕｷ 東京都 1時間38分44秒55 

   8位 505 原田 真宏 harada naohiro 東京都 1時間39分24秒66 

   9位 517 児玉 暢 ｺﾀﾞﾏ ﾄｵﾙ 神奈川県 1時間39分53秒22 

  10位 525 高木 達朗 ﾀｶｷﾞ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 1時間39分57秒66 

  11位 515 橋本 良浩 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 栃木県 1時間40分15秒50 

OPN 510 待田 正 ﾏﾁﾀﾞ ﾏｻｼ 栃木県 1時間44分24秒66 

  12位 509 赤羽 博文 ｱｶﾊﾈ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 1時間45分14秒58 

  13位 521 渡邉 新一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 埼玉県 1時間48分39秒40 

  14位 508 鬼鞍 肇 ｵﾆｸﾗ ﾊｼﾞﾒ 東京都 1時間49分16秒72 

  15位 518 辻元 潔 ﾂｼﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 千葉県 1時間50分29秒84 

OPN 527 浅野 潔 ｱｻﾉ ｷﾖｼ 東京都 1時間59分45秒51 

DNS 506 丸山 雅己 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｼ 東京都 棄権 

DNS 511 菊地 栄紀 ｷｸﾁ ﾖｼﾉﾘ 東京都 棄権 

DNS 512 田村 晋一 ﾀﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 東京都 棄権 

DNS 523 Paton James ﾍﾟｲﾄﾝ ｼﾞｪｲﾑｽﾞ 東京都 棄権 

DNS 526 高木 徳昭 ﾀｶｷﾞ ﾉﾘｱｷ 神奈川県 棄権 

55～59歳

   1位 537 松山 俊一 ﾏﾂﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ 東京都 1時間26分16秒23 

   2位 542 常盤 潤一郎 ﾄｷﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 1時間28分13秒25 

   3位 528 鞠子 淳 ﾏﾘｺ ｱﾂｼ 神奈川県 1時間35分42秒54 

   4位 541 飯塚 章 ｲｲﾂﾞｶ ｱｷﾗ 東京都 1時間36分53秒88 

   5位 533 市川 敏 ｲﾁｶﾜ ｻﾄｼ 埼玉県 1時間38分26秒34 

   6位 536 宮岡 和彦 ﾐﾔｵｶ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 1時間38分40秒42 

   7位 539 熊野 裕章 ｸﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 1時間39分23秒57 

   8位 532 古舘 克明 ﾌﾙﾀﾁ ｶﾂｱｷ 東京都 1時間41分12秒86 

   9位 529 管波 雅彦 ｸﾀﾞﾅﾐ ﾏｻﾋｺ 東京都 1時間49分31秒66 

  10位 535 長谷川 純一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 1時間55分20秒16 

  11位 531 佐藤 政人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 東京都 1時間57分33秒10 

  12位 538 宮崎 博美 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 埼玉県 2時間02分36秒53 

OTL 530 戸嶋 次介 ﾄｼﾏ ｼﾞｶｲ 東京都 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

DNF 534 今井 一則 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 途中棄権 

DNS 540 晝間 隆弘 ﾋﾙﾏ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 棄権 

60～64歳

   1位 546 宮城 直樹 ﾐﾔｷﾞ ﾅｵｷ 東京都 1時間30分15秒49 

   2位 548 清水 勝 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 神奈川県 1時間31分20秒84 
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2017年8月12・13日(6) 男子5Km クラス別順位
60～64歳

   3位 543 山本 毅 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川県 1時間35分43秒53 

   4位 545 熊澤 隆 ｸﾏｻﾞﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 1時間54分16秒54 

DNF 544 平泉 裕 ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾕﾀｶ 東京都 途中棄権 

DNS 547 岡田 也広 ｵｶﾀﾞ ﾔﾋﾛ 神奈川県 棄権 

65～69歳

   1位 552 中島 裕 ﾅｶｼﾏ ﾕﾀｶ 東京都 1時間37分38秒63 

   2位 551 鈴木 優 Suzuki Masaru 東京都 1時間39分21秒29 

OPN 549 佐々木 誠 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 神奈川県 1時間51分38秒91 

   3位 554 中島 安興 ﾅｶｼﾏ ﾔｽｵｷ 富山県 1時間51分47秒83 

DNF 550 星田 寛 ﾎｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 途中棄権 

DNF 553 吉田 保 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾓﾂ 東京都 途中棄権 

70～74歳

   1位 555 杉 伸雄 ｽｷﾞ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 1時間46分45秒33 
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2017年8月12・13日(7) 女子5Km クラス別順位
20～24歳

総合2 601 町田 あかり ﾏﾁﾀﾞ ｱｶﾘ 神奈川県 1時間18分30秒91 

25～29歳

総合1 604 別府 由香里 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾕｶﾘ 東京都 1時間13分09秒35 

総合4 603 綿引 千佳 ﾜﾀﾋｷ ﾁｶ 東京都 1時間21分57秒89 

DNF 602 宮岡 ひかる ﾐﾔｵｶ ﾋｶﾙ 神奈川県 途中棄権 

30～34歳

OPN 643 貴田 裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 招待選手 57分59秒10 

総合5 605 矢嶋 わか菜 ﾔｼﾞﾏ ﾜｶﾅ 埼玉県 1時間22分11秒09 

総合6 608 林 真奈美 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾐ 静岡県 1時間22分28秒14 

   1位 607 間藤 里絵 ﾏﾄｳ ｻﾄｴ 千葉県 1時間29分02秒94 

   2位 606 遠田 寛子 ﾄｵﾀﾞ ﾋﾛｺ 東京都 1時間39分14秒47 

35～39歳

総合3 609 岩田 文 ｲﾜﾀ ｱﾔ 埼玉県 1時間21分55秒09 

OPN 610 渡辺 富美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐ 東京都 1時間36分14秒40 

   1位 614 吉池 奈々 ﾖｼｲｹ ﾅﾅ 神奈川県 1時間37分32秒48 

OPN 612 川原 朋子 ｶﾜﾊﾗ ﾄﾓｺ 東京都 1時間58分23秒06 

OPN 613 吉田 恵美子 ﾖｼﾀﾞ ｴﾐｺ 神奈川県 2時間02分26秒40 

DNF 611 越智 博美 ｵﾁ ﾋﾛﾐ 埼玉県 途中棄権 

40～44歳

   1位 619 荻尾 若菜 ｵｷﾞｵ ﾜｶﾅ 埼玉県 1時間26分14秒04 

   2位 618 新出 亜希子 ﾆｲﾃﾞ ｱｷｺ 埼玉県 1時間29分33秒75 

OTL 617 古閑 三絵 ｺｶﾞ ﾐｴ 埼玉県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

DNF 615 星 美穂 ﾎｼ ﾐﾎ 東京都 途中棄権 

DNS 616 斎藤 美香 ｻｲﾄｳ ﾐｶ 東京都 棄権 

45～49歳

   1位 625 加藤 知子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 東京都 1時間25分48秒15 

   2位 620 鶴巻 浩子 ﾂﾙﾏｷ ﾋﾛｺ 神奈川県 1時間26分54秒24 

   3位 624 片岡 早苗 ｶﾀｵｶ ｻﾅｴ 東京都 1時間28分21秒22 

   4位 622 塩澤 久美江 ｼｵｻﾞﾜ ｸﾐｴ 東京都 1時間34分05秒11 

   5位 623 田中 みのり ﾀﾅｶ ﾐﾉﾘ 東京都 1時間36分05秒88 

   6位 621 上地 さり ｶﾐﾁ ｻﾘ 神奈川県 1時間42分58秒81 

   7位 626 山澤 純子 ﾔﾏｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 1時間47分56秒39 

50～54歳

   1位 632 岡 くるみ ｵｶ ｸﾙﾐ 神奈川県 1時間30分00秒89 

   2位 634 菊地 由美子 ｷｸﾁ ﾕﾐｺ 神奈川県 1時間33分53秒21 

   3位 633 岡 あけみ ｵｶ ｱｹﾐ 神奈川県 1時間43分59秒34 

   4位 628 渡邊 明日香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 東京都 1時間49分00秒17 

   5位 627 吉永 牧子 ﾖｼﾅｶﾞ ﾏｷｺ 東京都 1時間57分11秒08 

   6位 631 小嶋 美和子 ｺｼﾞﾏ ﾐﾜｺ 東京都 2時間00分27秒07 
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2017年8月12・13日(7) 女子5Km クラス別順位
50～54歳

OTL 629 安東 真理 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾘ 神奈川県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

DNF 635 谷本 寛子 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛｺ 神奈川県 途中棄権 

DNS 630 山田 操 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｵ 神奈川県 棄権 

55～59歳

   1位 636 南 浩子 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｺ 東京都 1時間28分24秒78 

   2位 638 吉田 智江 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｴ 埼玉県 1時間34分34秒89 

OPN 640 藤澤 広美 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛﾐ 神奈川県 1時間36分22秒47 

   3位 639 霜重 繁子 ｼﾓｼﾞｭｳ ｼｹﾞｺ 神奈川県 1時間38分12秒24 

   4位 637 寺田 香織 ﾃﾗﾀﾞ ｶｵﾘ 東京都 1時間57分31秒18 

60～64歳

   1位 642 高浦 祐子 ﾀｶｳﾗ ﾋﾛｺ 神奈川県 1時間47分45秒73 

   2位 641 綿引 征枝 ﾜﾀﾋｷ ﾕｷｴ 東京都 2時間01分48秒13 
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2017年8月12・13日(8) 男子2.5Km クラス別順位
20～24歳

総合1 702 嵯峨 基 ｻｶﾞ ﾓﾄｷ 埼玉県 34分33秒74 

   1位 701 竹田 慎吾 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 東京都 38分03秒92 

25～29歳

総合5 703 白石 歩夢 ｼﾗｲｼ ｱﾕﾑ 東京都 37分50秒68 

   1位 706 河野 友哉 ｺｳﾉ ﾄﾓﾔ 東京都 41分39秒45 

OPN 705 中谷 宙央 ﾅｶﾔ ﾐﾁｱｷ 東京都 50分18秒39 

OPN 707 横田 智之 ﾖｺﾀ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 55分08秒92 

DNS 704 松本 成貴 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾀｶ 栃木県 棄権 

30～34歳

   1位 709 柴田 大輔 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 44分29秒64 

   2位 768 林 隆史 ﾊﾔｼ ﾀｶﾌﾐ 東京都 46分16秒90 

   3位 708 南谷 啓 ﾅﾝﾔ ｻﾄｼ 東京都 56分42秒78 

OPN 710 佐々木 優 ｻｻｷ ﾕｳ 東京都 1時間02分01秒35 

OPN 769 井川 辰朗 ｲｶﾞﾜ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 1時間07分39秒56 

DNS 711 下村 康文 ｼﾓﾑﾗ ﾔｽﾌﾐ 東京都 棄権 

35～39歳

OPN 714 下間 敬之 ｼﾓﾏ ﾀｶﾕｷ 東京都 48分55秒81 

   1位 713 板垣 隼一 ｲﾀｶﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 59分45秒54 

   2位 712 伊藤 孝夫 ｲﾄｳ ﾀｶｵ 神奈川県 1時間10分26秒43 

40～44歳

総合3 720 渋谷 満弘 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾂﾋﾛ 埼玉県 36分09秒48 

   1位 717 常田 学 ﾄｷﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 38分31秒27 

   2位 724 逆井 謙 ｻｶｻｲ ｹﾝ 東京都 40分32秒10 

OPN 715 若林 裕 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 千葉県 47分42秒61 

   3位 716 平 雅仁 ﾀｲﾗ ﾏｻﾋﾄ 千葉県 48分47秒86 

   4位 718 佐藤 創 ｻﾄｳ ｿｳ 東京都 50分52秒74 

   5位 729 河合 真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 東京都 53分13秒32 

OPN 723 並木 規充 ﾅﾐｷ ﾉﾘﾐﾂ 東京都 55分21秒77 

   6位 725 高階 清彰 ﾀｶｼﾅ ｷﾖｱｷ 東京都 57分24秒97 

   7位 719 加藤 克典 ｶﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 東京都 1時間00分37秒27 

   8位 726 星野 裕史 ﾎｼﾉ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 1時間09分52秒62 

DNF 722 松山 憲太郎 ﾏﾂﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉県 途中棄権 

DNS 727 原木 庄平 ﾊﾗｷ ｼｮｳﾍｲ 東京都 棄権 

DNS 728 平山 雅幸 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 棄権 

45～49歳

総合6 735 萩中 希予史 ﾊｷﾞﾅｶ ｷﾖｼ 東京都 37分59秒94 

   1位 733 江崎 幸三 ｴｻﾞｷ ｺｳｿﾞｳ 神奈川県 38分09秒79 

   2位 730 加山 雄一 ｶﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 東京都 38分50秒60 

   3位 738 松下 隆一 ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｲﾁ 東京都 40分30秒32 



第 6 回 三浦すいかOWS大会2017

2017年8月12・13日(8) 男子2.5Km クラス別順位
45～49歳

   4位 737 野間 久司 ﾉﾏ ﾋｻｼ 埼玉県 45分01秒03 

   5位 736 大野 光樹 ｵｵﾉ ｺｳｷ 東京都 47分43秒61 

OPN 739 中嶋 幸彦 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾋｺ 東京都 54分00秒63 

   6位 732 小林 信幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 56分00秒73 

DNS 731 保屋野 博之 ﾎﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 棄権 

DNS 734 太田 和宏 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 棄権 

50～54歳

総合4 741 大江 洋一 ｵｵｴ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 37分46秒47 

   1位 745 飯塚 良久 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋｻ 神奈川県 39分01秒66 

   2位 746 林 秀彦 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾋｺ 東京都 41分31秒85 

   3位 747 松本 秀二 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 46分31秒60 

   4位 744 清水 二郎 ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都 50分26秒11 

OPN 748 須藤 徹 ｽﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 東京都 51分06秒31 

   5位 742 塚本 博 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 神奈川県 59分04秒66 

DNS 740 星野 祐司 ﾎｼﾉ ﾕｳｼﾞ 東京都 棄権 

DNS 743 山内 達也 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾂﾔ 神奈川県 棄権 

55～59歳

総合2 754 畑中 浩和 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 35分02秒01 

   1位 760 吉野 明夫 ﾖｼﾉ ｱｷｵ 神奈川県 38分45秒88 

   2位 750 田中 政紀 ﾀﾅｶ ﾏｻｷ 神奈川県 40分47秒49 

   3位 749 北村 幸文 ｷﾀﾑﾗ ﾕｷﾌﾐ 神奈川県 41分37秒50 

   4位 756 鈴木 毅 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 神奈川県 50分00秒38 

   5位 751 阿部 拓 ｱﾍﾞ ﾀｸ 神奈川県 50分28秒36 

   6位 761 持田 壽信 ﾓﾁﾀﾞ ﾄｼﾉﾌﾞ 神奈川県 50分59秒49 

OPN 759 佐嶋 健一 ｻｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 東京都 51分14秒99 

   7位 758 鵜澤 修成 ｳｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 千葉県 53分47秒67 

   8位 757 山鹿 毅 ﾔﾏｶﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 58分08秒46 

   9位 753 棚橋 伸 ﾀﾅﾊｼ ﾉﾌﾞ 神奈川県 59分48秒91 

OPN 752 村橋 哲矢 ﾑﾗﾊｼ ﾃﾂﾔ 東京都 1時間01分03秒43 

DNS 755 高田 明夫 ﾀｶﾀ ｱｷｵ 東京都 棄権 

60～64歳

   1位 762 鶴見 聰 ﾂﾙﾐ ｻﾄｼ 東京都 55分55秒19 

   2位 763 小池 隆 ｺｲｹ ﾀｶｼ 埼玉県 58分33秒78 

DNF 764 池田 茂 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 東京都 途中棄権 

65～69歳

   1位 766 阿久津 広海 ｱｸﾂ ﾋﾛﾐ 群馬県 47分31秒29 

   2位 765 松栄 正和 ﾏﾂｴ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 56分40秒49 

70～74歳

OPN 767 柳瀬 知夫 ﾔﾅｾ ﾄﾓｵ 東京都 1時間03分36秒69 



第 6 回 三浦すいかOWS大会2017

2017年8月12・13日(9) 女子2.5Km クラス別順位
25～29歳

   1位 801 菅原 里奈 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾅ 埼玉県 55分22秒86 

30～34歳

総合1 803 野城 正恵 ﾉｼﾛ ﾏｻｴ 神奈川県 40分08秒91 

総合3 802 間藤 里絵 ﾏﾄｳ ｻﾄｴ 千葉県 43分45秒86 

35～39歳

DNF 804 杉村 絢子 ｽｷﾞﾑﾗ ｱﾔｺ 東京都 途中棄権 

40～44歳

総合5 806 新井 美幸 ｱﾗｲ ﾐﾕｷ 埼玉県 45分40秒46 

OPN 807 小穴 まゆみ ｵｱﾅ ﾏﾕﾐ 東京都 57分28秒31 

   1位 805 古谷 怜子 ﾌﾙﾔ ﾚｲｺ 東京都 1時間08分05秒73 

DNS 808 田 福順 ﾃﾞﾝ ﾌｸｼﾞｭﾝ 神奈川県 棄権 

DNS 809 小野寺 理恵 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｴ 東京都 棄権 

DNS 810 山本 ｷﾝﾊﾞﾘｰ ﾔﾏﾓﾄ ｷﾝﾊﾞﾘｰ 神奈川県 棄権 

45～49歳

総合2 813 森田 香織 ﾓﾘﾀ ｶｵﾘ 東京都 40分13秒00 

総合4 815 片岡 早苗 ｶﾀｵｶ ｻﾅｴ 東京都 44分38秒67 

OPN 811 佐々木 直子 ｻｻｷ ﾅｵｺ 千葉県 50分48秒14 

OPN 812 新倉 寛子 ﾆｲｸﾗ ﾋﾛｺ 神奈川県 1時間03分44秒35 

DNS 814 渡辺 広美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐ 東京都 棄権 

DNS 827 竹井 智恵 ﾀｹｲ ﾉﾘｴ 東京都 棄権 

50～54歳

   1位 817 近藤 淳子 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県 50分50秒15 

   2位 818 森田 直美 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾐ 埼玉県 53分58秒77 

   3位 819 皆吉 陽子 ﾐﾅﾖｼ ﾖｳｺ 神奈川県 55分17秒88 

OPN 816 桜庭 理絵 ｻｸﾗﾊﾞ ﾘｴ 東京都 56分07秒55 

55～59歳

総合6 822 吉田 智江 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｴ 埼玉県 47分57秒91 

   1位 821 清澤 京子 ｷﾖｻﾜ ｷｮｳｺ 埼玉県 49分09秒19 

OPN 820 橋本 亜津佐 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂﾞｻ 千葉県 58分50秒00 

DNS 823 松岡 裕子 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｺ 東京都 棄権 

60～64歳

   1位 824 石川 淑江 ｲｼｶﾜ ﾖｼｴ 東京都 53分36秒23 

   2位 825 飯田 千代子 ｲｲﾀﾞ ﾁﾖｺ 神奈川県 1時間18分24秒11 

65～69歳

   1位 826 坂本 光子 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂｺ 埼玉県 1時間03分22秒05 



第 6 回 三浦すいかOWS大会2017

2017年8月12・13日(10) 250m×4リレー クラス別順位
160歳未満

総合1 934 15分55秒50 廣重 健太郎 川島 隆伸 小栗 孝之 眞鍋 一志

ｼｯｸｽﾊﾟｯｸ 
04:00.77 04:19.57 03:47.83

00:03:47.33 00:07:48.10 00:12:07.67 00:15:55.50

総合2 931 17分01秒28 大森望 大湊 将斗 福山 豊 安江 弘樹

やすえ 
04:51.23 04:10.37 03:25.34

00:04:34.34 00:09:25.57 00:13:35.94 00:17:01.28

   1位 933 17分16秒37 嵯峨 基 白石 歩夢 野間 久司 新井 美幸

ﾌﾟﾚｵﾝＳ 
03:57.08 04:39.14 05:01.26

00:03:38.89 00:07:35.97 00:12:15.11 00:17:16.37

   2位 932 18分44秒33 浅岡遼 樋口 喜一 西坂 祐樹 石川 亮

いしかわ 
05:03.44 04:25.05 03:42.75

00:05:33.09 00:10:36.53 00:15:01.58 00:18:44.33

200歳未満

総合3 938 17分10秒84 木村 元彦 加山 雄一 大島 徳之 萩中 希予史

ｻｻﾞﾝｸﾛｽ 
04:20.57 04:30.65 04:02.26

00:04:17.36 00:08:37.93 00:13:08.58 00:17:10.84

   1位 937 18分25秒65 杉田真紀 新出 亜希子 小岩 徹平 山鹿 毅

ﾊﾞﾗｴﾃｨﾊﾟｯｸ 
04:58.42 05:01.90 04:10.49

00:04:14.84 00:09:13.26 00:14:15.16 00:18:25.65

   2位 935 19分03秒19 矢嶋わか菜 荻尾 若菜 越智 博美 熊野 裕章

ﾐﾆﾓﾆﾊﾟｯｸ 
04:38.76 04:48.52 05:08.70

00:04:27.21 00:09:05.97 00:13:54.49 00:19:03.19

   3位 936 20分28秒71 岩田 文 牧野 直也 森田 直美 古屋 紀美子

ﾄｰﾙﾊﾟｯｸ 
04:29.97 06:00.27 05:29.04

00:04:29.43 00:08:59.40 00:14:59.67 00:20:28.71




