
2800熱海オープンウオータースイムレース

男子 800m クラス順

19～29歳

302 井上　陽介 千葉県NKﾊﾟｲﾚｰﾂ  　24分55秒181

304 杉本　慎平 静岡県  　27分27秒872

301 藤原　彰倫 東京都  　27分42秒033

305 土本　雄太 千葉県NKﾊﾟｲﾚｰﾂ  　27分45秒944

306 福井　洋平 神奈川 途 中 棄 権_

303 Brindley　Se 千葉県NKﾊﾟｲﾚｰﾂ 棄 権_

30～39歳

322 小林　茂久 東京都  　18分39秒111

327 片山　正臣 埼玉県ｾﾝﾀｰｺｰｽ  　20分43秒372

325 小熊　努 千葉県ｾﾝﾀｰｺｰｽ  　22分18秒363

318 二村　和視 静岡県  　22分25秒614

307 鈴木　昭博 静岡県ﾊｲﾄﾞﾛﾊﾟﾜｰ  　23分18秒995

324 大洞　光和 神奈川  　23分28秒756

314 仙石　暁生 埼玉県  　24分20秒667

313 渋谷　雄太 神奈川TIP川崎  　25分45秒088

317 酒井　宏昌 千葉県  　27分43秒739

310 井田　茂 東京都NKﾊﾟｲﾚｰﾂ  　28分23秒1810

315 青山　裕亮 神奈川  　28分49秒8911

329 平　宏章 静岡県  　31分08秒8212

311 加藤　義之 神奈川  　32分29秒3913

308 梅山　和顕 東京都  　33分44秒8414

326 豊島　理志 神奈川  　35分14秒0615

323 北見　敏行 埼玉県  　35分36秒4816

388 吉田　大 神奈川県  　35分43秒8317

319 川原　信治 東京都  　37分14秒5518

330 後藤　順一 山梨県JTU  　38分10秒6819

316 望月　健司 東京都NKﾊﾟｲﾚｰﾂ  　40分04秒3720

320 小島　敏之 東京都  　45分31秒4321

312 岡村　明 埼玉県もｰぐるず  　56分19秒1922

309 平野　敏明 静岡県 棄 権_

328 住吉　俊亮 神奈川NOSAI神奈川 棄 権_

321 梅山　和顕 東京都 棄 権_

40～49歳

355 鈴木　康之 東京都深川海豚  　20分02秒221



男子 800m クラス順

338 志摩　英二 神奈川Team YE  　25分34秒982

331 小宮　裕一 山梨県  　25分41秒443

358 高橋　宏郁 千葉県DAIWA☆OWS  　25分54秒574

350 三村　安信 愛知県TEAM YE  　25分58秒315

336 青木　勝有 神奈川  　26分26秒366

340 泉　聡一郎 宮城県仙台シローズ  　26分50秒917

352 栗原　勇喜和 神奈川  　27分54秒018

357 相馬　佳彦 埼玉県  　28分33秒219

345 田端　重彦 埼玉県理研河童会  　30分11秒9410

348 和田　秀雄 東京都ｺｽﾞﾐ日曜ｸﾗﾌﾞ  　30分35秒5911

343 斉藤　好豪 神奈川  　31分01秒8512

341 中山　和治 東京都  　31分37秒2313

347 米倉　司 静岡県静岡県富士水泳場  　31分52秒6814

333 高橋　修司 東京都岩城連合  　33分37秒7315

335 木村　　誠 埼玉県岩城連合  　33分39秒8316

344 戸田　尚義 静岡県  　33分49秒3017

354 宮川　雅文 埼玉県  　34分11秒0418

334 平野　敏明 静岡県  　34分35秒4119

356 大杉　徳一 東京都  　34分36秒4620

332 森本　　歓 静岡県  　35分18秒7421

346 鈴木　敏晴 東京都  　35分30秒8622

351 高原　潔 静岡県  　38分03秒1423

337 小野　寛 東京都  　45分21秒2224

353 飯田　信弥 神奈川 途 中 棄 権_

339 武内　浩昭 神奈川 棄 権_

342 加藤　格 東京都 棄 権_

349 大塚　丈義 静岡県 棄 権_

50～59歳

368 中村　康英 静岡県JIOWSA  　20分37秒741

364 池谷　利彦 神奈川  　25分27秒912

369 高橋　誠 神奈川TIP川崎  　25分47秒803

371 横井　良昭 静岡県SCセイシン  　27分54秒924

363 萩谷　修一 神奈川ｱｸｱ鶴見  　28分43秒675

360 星　和宏 埼玉県  　29分19秒136

362 長谷川　純一 神奈川  　31分06秒607

367 只野　公一 神奈川  　31分26秒158

387 内田　裕二 神奈川県  　32分20秒549
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370 栗原　一夫 静岡県  　32分36秒3410

359 小西　充 神奈川  　33分42秒5411

376 岩間　保道 東京都ドゥー豊洲  　34分42秒3412

373 田中　敏夫 東京都  　36分07秒1513

375 青沼　隆 千葉県  　36分44秒5914

365 高橋　一彦 東京都  　36分46秒3115

372 富樫　孝幸 東京都  　40分26秒5816

374 阿部　忠司 神奈川  　46分26秒2817

366 飯山　達朗 東京都 途 中 棄 権_

361 桑高　正信 静岡県 棄 権_

60～69歳

384 虻川　国光 愛知県  　25分25秒461

377 田畠　範雄 神奈川TIP川崎  　26分18秒272

380 山口誠二郎 神奈川TIP川崎  　26分48秒003

383 芹澤　幹二 神奈川ｱｸｱ鶴見  　32分17秒624

382 三田　松彦 東京都  　35分21秒285

379 高橋　重明 静岡県  　36分26秒016

381 山本　　博 山梨県  　43分15秒777

378 杉本　静夫 静岡県  　46分43秒598

70歳以上

385 佐賀　弘一 千葉県  　35分22秒281

386 渡辺　　勲 千葉県サッポロパル浦安  　36分37秒432


