
1 10001000 11第６回 1000愛知・南知多オープンウォータースイムレース

男子 1000m  区分成績

19～29歳

1 465 高山　裕基  　15分10秒50

2 401 松永　侑士 愛知県  　15分47秒17

3 402 郡　恵樹 神奈川  　18分55秒95

4 470 三好　竜也  　19分48秒65

5 404 植島　嵩博 愛知県  　20分39秒41

6 469 忠内　俊憲  　20分56秒71

7 403 山口　幸太 愛知県  　21分21秒85

8 410 平林　明 愛知県  　21分48秒30

9 405 中尾　圭吾 愛知県とりあえず熱田  　21分54秒04

10 408 田邊　卓也 愛知県  　25分39秒31

11 406 則竹　俊宏 愛知県  　26分43秒95

12 409 合志　健 東京都  　27分57秒93

_ 407 古川　慶一 東京都 棄 権

30～39歳

1 425 田邊　敦司 愛知県red COMET(MAI)  　15分14秒39

2 464 船橋　祐介  　17分23秒81

3 415 堀田　剛 香川県  　18分14秒52

4 421 臼井　康雄 愛知県  　19分04秒42

5 412 河合　厚志 愛知県海王  　19分11秒28

6 420 五十嵐　広樹 愛知県中村88  　21分08秒47

7 414 菅谷　宗紀 愛知県海王  　21分13秒71

8 423 西尾　貴士 愛知県  　22分16秒31

9 467 伊藤　剛史  　22分29秒15

10 417 新海　貴士 愛知県  　25分10秒97

11 422 笹原　克史 愛知県  　25分51秒44

12 424 佐竹　幹太 東京都  　30分03秒70

13 416 足立　佳英 愛知県Team Triangle  　30分53秒59

14 413 宮田　佳典 愛知県  　34分44秒02

15 418 深見　友則 愛知県  　37分51秒66

_ 419 高村　英典 愛知県ﾁｰﾑﾘｯﾌﾟﾙ 棄 権

_ 411 渥美　佳則 愛知県 棄 権

40～49歳

1 436 木下　佳典 静岡県  　16分27秒31

2 446 濱崎　真一 愛知県  　18分48秒51

3 433 安部　司 愛知県  　18分59秒83

4 432 古橋　健志 静岡県  　19分33秒08

5 428 小池　映一 岐阜県  　19分47秒53

6 430 辻川　旬一 三重県麻羅観音軍団  　20分32秒03



男子 1000m  区分成績

7 444 三村　安信 愛知県  　20分47秒91

8 468 堀井　邦隆  　21分27秒04

9 429 坂本　学 愛知県海王  　21分44秒04

10 441 中澤　幸久 愛知県  　21分56秒40

11 445 鶴田　佳也 愛知県  　23分16秒67

12 463 吉田　誠宏 愛知県  　25分05秒34

13 440 吉村　博則 大阪府  　25分25秒90

14 438 細田　和幸 愛知県  　25分50秒57

15 427 節原　博行 愛知県Team Triangle  　25分57秒30

16 447 堀田　康弘 福岡県  　26分21秒44

17 437 戸田　尚義 静岡県  　27分10秒90

18 426 岡本　光広 三重県  　30分12秒94

19 448 多井　豊 愛知県  　31分34秒49

20 431 板倉　行規 福井県  　32分40秒22

21 434 大宮　義徳 愛知県中村88  　33分42秒19

22 443 ﾌｫﾙﾏﾝ　ｼﾞｮﾝ 愛知県  　38分12秒29

_ 442 彦坂　明秀 愛知県 途 中 棄 権

_ 449 村田　勝 愛知県 途 中 棄 権

_ 439 伊丹　尚明 愛知県 棄 権

_ 435 村山　正司 愛知県 棄 権

50～59歳

1 459 忠内　将光 静岡県  　16分24秒65

2 466 中村　康英  　17分52秒91

3 454 矢田　貞信 三重県  　20分23秒90

4 452 吉本　昇司 愛知県  　20分43秒47

5 457 横井　良昭 静岡県  　21分50秒83

6 450 東　貞男 愛知県  　26分25秒54

7 455 服部　達郎 愛知県ｱｼｽﾄ名古屋南  　28分43秒21

8 458 菅沼　秀博 愛知県  　29分11秒21

9 451 関　正一郎 愛知県rCOMET  　33分37秒40

10 453 飯山　達朗 東京都  　33分39秒45

_ 456 飯田　晋也 静岡県 棄 権

60～69歳

1 461 荒井　敏樹 静岡県  　23分25秒10

2 460 野々田　進吉 岐阜県  　33分12秒98

70歳以上

1 462 竹村　義弘 東京都  　44分07秒01


