
23200熱海オープンウオータースイムレース

男子 3200m クラス順

18歳以下

770 Ken　Aoki　B 山梨県Tsunami　SC（山梨学院）  　39分05秒191

603 田脇　裕太 神奈川慶應葉山  　43分43秒052

602 藤田洋輔 神奈川慶應葉山  　47分09秒703

605 永田　圭 神奈川慶應葉山  　47分40秒154

604 寺下　純平 神奈川慶應葉山  　47分41秒025

601 林　航平 神奈川慶應葉山  　52分17秒006

19～29歳

612 宮田康一郎 神奈川慶應葉山  　38分58秒851

611 田脇　翔太 神奈川慶應葉山  　39分02秒692

610 安藤　裕樹 神奈川慶應葉山  　43分34秒873

616 久保田一貴 神奈川慶應葉山  　43分40秒364

615 三森　悠貴 神奈川慶應葉山  　44分01秒125

608 浜田　剛史 神奈川慶應葉山  　46分15秒656

606 倉上陽介 神奈川慶應葉山  　46分19秒737

609 宇佐美嘉彬 神奈川慶應葉山  　47分15秒988

620 星加　一樹 埼玉県  　47分38秒839

613 是洞　晴之 神奈川慶應葉山  　47分50秒9810

628 宮本　将弘 静岡県  　48分28秒3111

621 平本 裕治 神奈川  　49分45秒9012

607 日尾清太郎 神奈川慶應葉山  　50分02秒1713

624 古井　英行 静岡県  　50分39秒0214

625 杉山　陽祐 神奈川 1時間03分06秒4915

618 芹沢　健一 東京都 1時間04分13秒1216

627 久村　　洋輔 広島県NKﾊﾟｲﾚｰﾂ 1時間04分55秒0217

623 林　如弥 神奈川 1時間05分11秒2018

619 吉田　岳人 東京都 1時間08分29秒6719

614 大石　純輝 山梨県ｱﾙﾍﾟﾝﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ 1時間12分19秒1720

626 渡邊　大樹 東京都NKﾊﾟｲﾚｰﾂ 1時間16分06秒3321

622 清水　拓 東京都 途 中 棄 権_

617 樋口　正秀 神奈川 1時間22分46秒94OPN

30～39歳

670 相馬　大高 神奈川ﾁｷﾝｼｯﾂ  　39分07秒971

629 鈴木　貴雄 静岡県  　45分44秒292

651 北嶋　昇 茨城県  　45分45秒853



男子 3200m クラス順

646 新田　正広 静岡県  　46分13秒334

653 関本　顕耶 静岡県  　46分21秒285

666 古谷　幸慈 静岡県  　47分56秒266

634 池田　利明 神奈川TIP川崎  　47分58秒857

659 羽田　浩一 東京都  　48分56秒418

664 釣本　勝司 兵庫県NKﾊﾟｲﾚｰﾂ  　48分59秒089

644 大草　真吾 神奈川焚火研究会  　49分09秒2110

763 松原　慶喜 静岡県  　50分24秒8711

657 板垣　均 埼玉県  　51分01秒3712

647 野口　洋平 埼玉県  　51分02秒3313

660 田中　裕人 山梨県  　52分42秒8114

630 高木　貴光 岐阜県岐阜聾学校  　53分41秒6915

636 尾関　直樹 愛知県  　54分17秒3716

633 川村　勇気 静岡県MC静岡  　54分29秒9517

759 高鳥　新吾 山梨県  　55分36秒9018

663 八木　敏也 埼玉県ｼﾞｪﾆｰｽﾞ  　56分01秒4519

654 西山　暢彦 愛知県  　56分06秒9120

637 木村　祐一郎 東京都  　56分40秒7921

668 藤田　悟 神奈川  　56分48秒0622

642 出口　由和 神奈川  　57分02秒4123

648 高井　浩介 栃木県ｼﾞｪﾆｰｽﾞ  　57分17秒9924

638 榊原　雄太 神奈川  　57分53秒7725

665 岩佐　直樹 宮城県  　57分55秒5526

639 門田　修 東京都mtt  　58分08秒6527

662 小島　隆正 神奈川  　59分11秒7828

655 中西　健一郎 千葉県 1時間00分30秒8229

635 加藤　伊智郎 東京都 1時間01分12秒1430

661 須江　哲次 神奈川 1時間01分25秒2031

650 杉本　剛章 東京都 1時間04分50秒2632

649 角森　壮 埼玉県 1時間06分59秒0233

643 八木　洋介 静岡県 1時間07分35秒8034

764 本田　晃大 神奈川県 1時間09分05秒5135

669 濱　　大介 神奈川TIP川崎 1時間09分41秒1436

652 和田　陽一郎 東京都 1時間10分15秒0337

667 岡安　政彦 千葉県ｾﾝﾄﾗﾙ八千代台 1時間10分29秒9738

672 松浦　信明 神奈川 1時間12分28秒8939

641 小形　卓也 東京都 1時間18分37秒8640

632 守屋　順之 東京都 1時間19分48秒5641



男子 3200m クラス順

658 加藤　素文 静岡県 1時間20分20秒7642

671 阿部　幹朗 東京都 1時間22分28秒9843

758 本多 雄一郎 静岡県 1時間27分42秒6944

645 柳瀬　啓 千葉県NKﾊﾟｲﾚｰﾂ 棄 権_

631 渡邉　聡一 静岡県御殿場市役所ＲＣ 棄 権_

640 峰　武史 埼玉県 棄 権_

656 岩下　大介 埼玉県 1時間08分58秒29OPN

40～49歳

697 杉沢　毅志 神奈川JFE  　38分53秒341

688 中川　智生 静岡県MC静岡  　43分56秒612

689 谷口　則夫 静岡県  　45分56秒693

685 大内　龍平 神奈川ｾﾝﾄﾗﾙ大倉山  　46分15秒224

675 武井　信之 東京都東水会豊島支部  　49分16秒595

698 外薗　博紀 東京都  　50分07秒406

715 毛受　義雄 東京都  　50分15秒247

699 青木　晋 神奈川  　50分24秒898

710 大坪　隆 埼玉県  　50分39秒929

712 清水　一秀 東京都  　51分28秒9410

691 山田　周平 東京都  　52分12秒6911

684 小山田　光明 神奈川  　52分14秒0412

709 中村　旭 東京都GE Swimmers  　52分22秒9113

681 大舘　孝久 千葉県  　53分12秒4614

687 柳瀬　啓 千葉県NKﾊﾟｲﾚｰﾂ  　54分43秒8215

761 芹澤　亨 静岡県  　54分48秒9516

693 金指　正太郎 静岡県  　55分06秒5817

704 関　仁志 長野県  　55分58秒3418

719 森下　健二 神奈川理研河童会  　56分00秒8119

694 坂内　正功 福島県OLYMPUS  　57分24秒2720

674 小野　肇 神奈川  　57分27秒7221

721 北村　幸文 神奈川  　57分58秒2322

720 吉元　義久 静岡県ｻｯﾎﾟﾛ水陸両用部  　58分47秒4023

708 久保　秀樹 神奈川 1時間00分52秒2424

707 遠藤　智 北海道 1時間00分56秒3925

756 坂田　千代治 東京都 1時間01分04秒0726

711 服部　聖 千葉県 1時間01分07秒3627

673 箕桝　正人 千葉県 1時間01分15秒3628

680 榊原　寿治 静岡県 1時間01分24秒1829



男子 3200m クラス順

690 北浦　丈夫 神奈川TIP川崎 1時間02分53秒5230

677 穂苅　直也 東京都ｾﾝﾀｰｺｰｽ 1時間03分38秒7331

702 近藤　貴行 京都府 1時間04分00秒7232

692 川合　邦之 神奈川 1時間04分54秒8033

676 樋口　清美 福島県OLYMPUS 1時間06分15秒4534

717 前島　満 東京都ﾁｰﾑMTT 1時間07分59秒6735

703 赤羽根　禎英 東京都 1時間08分34秒0836

700 池田　勝次 神奈川鷺沼SC 1時間08分37秒6237

718 千種　潤也 神奈川葉水会 1時間10分12秒5338

713 宮本　保彦 静岡県 1時間15分23秒1939

701 加藤　幸治 富山県熱？勝ｯﾊﾟ 1時間19分00秒9940

682 鎌田　誠 東京都 1時間19分10秒5641

714 丸山　力 埼玉県 1時間19分13秒4542

686 江藤　力 東京都 1時間20分59秒9343

679 藤本　幸博 大阪府 1時間36分45秒4144

683 佐竹　竜一 埼玉県 棄 権_

706 清水　宏一 神奈川 棄 権_

696 島田　聡 神奈川 棄 権_

716 長島　義明 神奈川 棄 権_

695 児島　裕和 神奈川  　52分25秒80OPN

678 中井　浩太 東京都 1時間01分05秒31OPN

705 佐竹　理史 埼玉県 1時間09分18秒42OPN

50～59歳

733 水嶋　義次 千葉県  　47分40秒951

731 古川　忠宏 千葉県ﾊﾟﾙ浦安  　50分22秒112

736 西本　宏 静岡県  　51分43秒133

734 浜田　経雄 神奈川ｶﾜｻｷS.C.  　52分02秒344

729 曽根　敏之 静岡県沼津ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ  　52分33秒215

737 桜井　義幸 埼玉県  　55分34秒006

739 長岡　宏典 千葉県ｾﾝﾄﾗﾙ八千代台  　55分43秒717

738 駒野　正人 千葉県ﾌﾘｰﾀﾞﾑ  　58分36秒738

725 酒井　隆志 東京都  　58分39秒079

740 吉田　滋人 神奈川  　59分09秒3910

730 持田　壽信 神奈川 1時間04分57秒0511

760 竹原　千博 千葉県TIオーシャンズ 1時間05分57秒7812

732 坂倉　浩 神奈川ｵｱｼｽ多摩川 1時間05分59秒6913

724 松岡　政信 東京都 1時間08分19秒2214
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741 藤川　政男 岡山県 1時間10分17秒8315

723 大橋　渡 静岡県SCｾｲｼﾝ 1時間10分24秒9116

722 棚橋　伸 神奈川 1時間15分47秒7317

744 梶塚　敏夫 神奈川TIP川崎 1時間19分22秒6218

735 山田　清 神奈川 1時間25分12秒8519

743 齋藤　隆 神奈川 棄 権_

742 吉田　泰章 千葉県フリーダム 棄 権_

726 奥野　秀夫 東京都 棄 権_

727 小林　忍 東京都 棄 権_

728 落合　武雄 東京都 棄 権_

60～69歳

749 岩佐　善規 千葉県  　51分39秒011

746 水野　勝幸 神奈川ｴﾑ･ｼｰ･ｼｰ  　52分16秒582

748 佐々木　井佐 神奈川  　52分31秒383

751 岩切　博 千葉県NKﾊﾟｲﾚｰﾂ  　54分05秒234

752 北川　至 静岡県  　57分03秒135

757 松丸　芳一 千葉県  　59分23秒346

747 山内　伸 東京都 1時間06分27秒177

745 三浦　勝美 静岡県SCセイシン 1時間06分44秒548

750 高橋　三舟 東京都 1時間10分14秒599

753 峰田　正隆 東京都 1時間34分25秒1910

762 松丸　芳一 千葉県 棄 権_

70歳以上

755 佐藤　孝尚 東京都BIGSWIM  　59分30秒781

754 高橋　吾郎 東京都 棄 権_


