
1 22002200 11第６回 2200愛知・南知多オープンウォータースイムレース

男子 2200m  総合成績

順位　　ゼッケン　

1 601 前田　凌輔　 愛知県Teleam Triangle  　21分46秒69

2 639 武田　隆秀 京都府ほわいとぴっぐ  　22分09秒20

3 650 岡崎　満 京都府  　23分02秒44

4 643 川路　雅也 愛知県ﾒｲﾄﾞさん学科自転車部  　23分10秒29

5 646 鶴田　力矢 愛知県海王  　23分19秒57

6 624 櫻井　宏樹 愛知県  　24分27秒07

7 621 細野　俊司 大阪府激飲会  　25分11秒96

8 637 篠崎　勉 愛知県  　25分44秒26

9 634 安永　周一 兵庫県  　26分10秒99

10 631 北嶋　昇 茨城県  　26分23秒01

11 679 川瀬　隆志 愛知県中村88  　26分52秒61

12 608 寺木　隆人 愛知県  　27分02秒41

13 708 久世　彰  　27分18秒04

14 627 山口　伸治 広島県  　27分21秒87

15 603 山口　雄馬 愛知県  　27分56秒85

16 617 牧野　充宣 愛知県  　28分26秒11

17 674 稲垣　吉樹 愛知県  　28分38秒07

18 686 柴田　昭彦 愛知県愛水会  　28分40秒41

19 698 古川　忠宏 千葉県ﾊﾟﾙ浦安  　28分44秒00

20 626 堀池　喬史 岐阜県  　28分51秒73

21 623 田中　雅規 三重県  　29分34秒14

22 612 所司原　良太 大阪府  　29分39秒79

23 638 筒井　正和 愛知県  　29分42秒01

24 607 櫻木　隆裕 愛知県  　29分49秒98

25 696 藤村　正人 大阪府  　30分02秒86

26 655 野村　佳武 大阪府  　30分33秒77

27 610 猪原　裕 愛知県  　30分52秒78

28 711 小木　和也  　31分40秒26

29 693 奥村　英幸 三重県ﾌﾘｰﾏﾝｽﾞ  　32分01秒69

30 652 小山　二三夫 三重県  　32分33秒21

31 620 高木　貴光 岐阜県  　32分37秒12

32 625 長谷川　智亮 愛知県名古屋葉水会  　32分38秒34

33 654 高鳥　新吾 山梨県  　32分40秒26

34 703 西本　宏 静岡県  　32分46秒63

35 613 岡田　篤志 愛知県激飲会  　32分55秒83

36 645 小柳津　健 愛知県  　33分44秒43

37 695 小澤　敏也 愛知県  　33分54秒74

38 648 馬杉　秀昭 愛知県  　33分59秒99
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39 694 小坂　孝治 愛知県  　34分03秒21

40 687 新倉　達郎 愛知県名古屋葉水会  　34分08秒17

41 701 寺田　雅彦 愛知県  　34分21秒06

42 622 尾関　直樹 愛知県  　34分33秒53

43 710 石川　幸右  　34分45秒48

44 671 前田　剛宏 愛知県Team Triangle  　35分07秒54

45 611 岩瀬　宏 愛知県  　35分12秒48

46 665 金指　正太郎 静岡県  　35分15秒80

47 628 武田　聡史 大阪府  　36分35秒04

48 660 岩田　剛二 愛知県ﾗ･ｸﾞﾗｯｾ山王橋  　36分36秒65

49 697 寺木　忠利 愛知県  　36分42秒21

50 666 菰田　和宏 愛知県  　37分09秒78

51 657 大矢　邦博 愛知県  　37分15秒64

52 653 杉山　智浩 愛知県  　38分14秒60

53 642 西山　暢彦 愛知県  　38分15秒98

54 702 田中　康仁 神奈川ｾﾝﾄﾗﾙ能見台  　38分36秒61

55 618 出原　正浩 愛知県  　38分56秒08

56 656 尾崎　文紀 愛知県おちゃめｰず  　39分07秒03

57 651 川崎　浩一 愛知県  　39分13秒84

58 683 石崎　仁司 三重県  　39分26秒05

59 605 富田　慎平 愛知県  　39分30秒22

60 685 酒井　隆志 東京都  　39分33秒03

61 640 新美　博隆 愛知県  　39分55秒40

62 681 竹中　幸彦 愛知県  　42分17秒72

63 675 高阪　文雄 愛知県  　42分19秒27

64 709 木下　健次  　42分20秒75

65 659 吉村　隆 福井県  　42分21秒94

66 670 原田　広一 愛知県海王  　42分23秒47

67 661 内田　龍夫 愛知県幸田ｳｻｷﾞ団  　42分26秒19

68 699 伊藤　武司 三重県  　42分27秒61

69 676 服部　聖 千葉県  　42分36秒76

70 609 伊原　健一 愛知県高崎経済大水泳部OB  　43分16秒02

71 690 高瀬　喜久 愛知県  　43分44秒45

72 629 夏目　昌寿 愛知県  　43分49秒92

73 668 坂本　博 大阪府swimming　ｅｙｅ  　45分29秒40

74 663 下影　博 福井県  　45分33秒89

75 689 酒井　正弘 愛知県  　45分36秒15

76 692 福谷　寿恭 愛知県  　45分47秒29

77 712 藤井　隆夫  　45分50秒54

78 641 西江　雅博 愛知県  　45分53秒15

79 672 福王寺　一郎 愛知県  　45分54秒64
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80 688 長谷川　純一 神奈川  　46分07秒88

81 667 古川　昭浩 愛知県ﾘｯﾌﾟﾙ  　46分23秒93

82 691 中川　真 愛知県  　46分25秒54

83 647 濱　大介 神奈川  　47分46秒57

84 649 渥美　君彦 愛知県  　48分02秒53

85 705 小川　武彦 愛知県  　49分27秒70

86 606 山本　裕規 愛知県  　50分28秒09

87 680 木野　好彦 愛知県  　50分59秒66

88 644 三原　昌彦 和歌山  　51分04秒65

89 635 渡辺　越夫 愛知県  　51分35秒74

90 673 井出　充 大阪府  　51分44秒57

91 616 渥美　健夫 愛知県  　55分02秒96

92 700 亀井　孝幸 愛知県Team Triangle  　56分07秒96

93 669 高柳　孝志 愛知県  　57分56秒53

94 632 熊　英次 愛知県  　59分59秒50

95 633 森川　真紀 愛知県 1時間01分35秒44

96 682 松井　賢治 愛知県 1時間01分51秒49

97 706 永瀬　武司 埼玉県川口J.C 1時間06分35秒41

98 677 三田　俊和 愛知県 1時間06分40秒66

99 658 藤本　幸博 大阪府 1時間12分25秒64

100 707 不破　俊次 愛知県 1時間14分00秒69

101 664 加藤　直寿 愛知県 1時間16分28秒25

_ 602 末岡　瞭 京都府 棄 権

_ 662 大内　龍平 神奈川ｾﾝﾄﾗﾙ大倉山 棄 権

_ 604 廣瀬　正義 東京都 棄 権

_ 630 森　伸司 岐阜県 棄 権

_ 704 山田　忠博 大阪府 棄 権

_ 619 小坂　英雅 愛知県 棄 権

_ 636 小島　浩介 愛知県 棄 権

_ 614 鈴木　優太 愛知県 棄 権

_ 615 中野　慎太郎 愛知県 棄 権

_ 684 大橋　渡 静岡県静岡　SEISHIN 棄 権

_ 678 宮本　保彦 静岡県 棄 権


