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男子 800m クラス別成績

18歳以下

400 小木田　恭悟 東京都  　13分45秒531

19～29歳

403 西久保　大介 奈良県  　12分11秒93 1

402 郡　恵樹 神奈川  　14分53秒772

411 髙橋　正道 神奈川  　14分55秒78 3

408 杉本　慎平 静岡県  　15分55秒27 4

407 尾崎　秀一 神奈川  　16分21秒29さんぴんｸﾗﾌﾞ 5

409 関　翔太 宮城県  　17分17秒65 6

412 土本　雄太 東京都  　17分44秒65NKﾊﾟｲﾚｰﾂA 7

405 藤原　彰倫 東京都  　19分19秒73 8

404 椎谷　竜一 静岡県  　20分05秒62 9

413 福井　洋平 神奈川  　20分58秒46LiSA Yﾁｰﾑ 10

497 西村　裕樹 東京都  　23分09秒7311

401 荒船　真澄 奈良県 棄 権_

30～39歳

430 小林　茂久 東京都  　12分30秒72 1

420 飯田　浩彰 静岡県  　13分31秒11 2

414 鈴木　智博 静岡県  　13分48秒84 3

435 片山　正臣 埼玉県  　13分51秒77ｾﾝﾀｰｺｰｽ 4

434 小熊　努 千葉県  　13分55秒54ｾﾝﾀｰｺｰｽ 5

416 宮崎　宏一 大阪府  　14分21秒13GE Swimmers 6

496 木下　貴裕 静岡県  　15分48秒097

436 住吉　俊亮 神奈川  　15分49秒48NOSAI神奈川 8

433 梅津　裕一郎 埼玉県  　15分51秒04 9

426 仙石　暁生 埼玉県  　16分05秒88 10

418 御子柴　克哉 群馬県  　16分18秒30 11

421 井田　茂 東京都  　16分41秒56 12

425 岸　直哉 東京都  　16分55秒53ｵｱｼｽ南大沢 13

410 高橋　素樹 東京都  　18分07秒76 14

437 平　宏章 静岡県  　19分14秒13 15

646 岡安　政彦 千葉県  　19分54秒61 16

422 山下　毅 東京都  　20分17秒42 17

419 東　伸幸 東京都  　20分57秒00 18

417 梅山　和顕 東京都  　21分07秒69 19

424 藤井　洋祐 埼玉県  　21分11秒01 20
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432 中野　敦詞 東京都  　21分57秒01 21

423 朝長　玄徳 東京都  　24分36秒37 22

428 小島　敏之 東京都  　27分36秒15 23

415 増田　尚徳 東京都 途 中 棄 権 _

431 丹後　善晴 神奈川 棄 権 _

429 酒井　宏昌 千葉県 棄 権 _

427 田中　康志 東京都 棄 権 _

40～49歳

450 中川　智生 静岡県  　13分01秒69MC静岡 1

453 木下　佳典 静岡県  　13分19秒61 2

451 加藤　格 東京都  　14分54秒66深川海豚ST 3

445 児島　堅志 埼玉県  　14分59秒41 4

440 原　秀喜 神奈川  　15分45秒23 5

447 志摩　英二 神奈川  　16分17秒33TEAM-YE 6

465 宮崎　隆 神奈川  　16分35秒10 7

439 小宮　裕一 山梨県  　16分50秒29 8

461 三村　安信 愛知県  　16分52秒74TEAM YE 9

459 関　仁志 長野県  　16分59秒01 10

462 栗原　勇喜和 神奈川  　17分15秒61 11

441 関　淳一 神奈川  　17分40秒69 12

458 和田　秀雄 東京都  　17分45秒69 13

444 小木田　隆芳 東京都  　17分47秒78OSP東京 14

454 田端　重彦 埼玉県  　17分49秒24 15

442 樋口　清美 福島県  　17分59秒75 16

463 Trausch　Franco 東京都  　18分26秒26 17

457 米倉　司 静岡県  　20分04秒08 18

449 武内　祐二 神奈川  　21分05秒91Tipness川崎 19

446 平野　敏明 静岡県  　21分12秒34 20

448 高木　聡 東京都  　21分34秒45 21

460 高原　潔 静岡県  　21分40秒83 22

443 森本　歓 静岡県  　21分41秒66 23

464 宮川　雅文 埼玉県  　21分59秒07 24

452 中田　訓史 埼玉県  　23分07秒34 25

455 中村　重治 埼玉県  　23分27秒97 26

456 鈴木　敏晴 東京都  　23分54秒13esforta 27

50～59歳

472 池谷　利彦 神奈川  　15分58秒16 1

467 北村　幸文 神奈川  　16分13秒26 2
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468 McDonald　Simon 東京都  　17分50秒66 3

481 石川　剛 神奈川  　18分12秒38 4

475 佐藤　ﾖｼﾀｶ 東京都  　18分49秒67 5

473 萩谷　修一 神奈川  　19分44秒74 6

471 小西　充 神奈川  　19分47秒61 7

466 阿部　拓 神奈川  　19分56秒34 8

477 飯　三木康 東京都  　20分00秒56 9

482 阿左美　光重 神奈川  　21分01秒03 10

476 高橋　一彦 東京都  　21分39秒38 11

480 田中　敏夫 東京都  　21分51秒35 12

469 松尾　直樹 東京都  　21分52秒65雪だるま 13

438 大杉　徳一 東京都  　21分55秒42 14

474 飯山　達朗 東京都  　22分51秒91 15

479 木村　元 千葉県 棄 権 _

478 伊東　博之 東京都 棄 権 _

470 久保　悟 神奈川 棄 権 _

60～69歳

490 山口　誠二郎 東京都  　16分54秒31 1

485 萩原　実 埼玉県  　18分23秒99 2

493 手柴　勇 千葉県  　20分55秒97 3

491 三田　松彦 東京都  　21分16秒09 4

492 芹澤　幹二 神奈川  　21分31秒76ｱｸｱ鶴見 5

488 高橋　重明 静岡県  　22分10秒87 6

483 青沼　隆 千葉県  　22分16秒05 7

486 田畠　範雄 神奈川  　22分17秒83 8

489 宮崎　友寿 東京都  　22分24秒74 9

487 杉本　静夫 静岡県  　25分27秒42 10

484 岩間　保道 東京都 棄 権ﾄﾞｩ豊洲 _

70歳以上

494 佐賀　弘一 千葉県  　21分02秒93白井水協 1

495 渡辺　勲 千葉県 棄 権 _


