
1 10001000 11第６回 1000琵琶湖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

3 405 福田　一馬 大阪府  　14分17秒80

8 402 山田　裕之 京都府  　16分06秒83

23 401 木村　純一 大阪府  　19分46秒35

45 403 伊佐治　哲広 奈良県  　28分36秒58

OPN 406 高山　裕基 岐阜県  　14分13秒66

_ 407 中内　卓也 大阪府 棄 権

30～39歳

2 404 細川　賢 滋賀県  　13分59秒51

5 417 濱村　紘史 大阪府  　15分11秒67

6 422 藤田　吉弘 和歌山TEAM-SUN5  　15分15秒05

7 423 満田　健太 大阪府Grand Bleu  　15分24秒38

10 410 船橋　祐介 滋賀県  　16分24秒71

12 425 大野　昭夫 兵庫県  　17分09秒11

13 428 寺野　繁男 大阪府  　17分13秒81

17 419 阪口　大祐 和歌山TEAM-SUN5  　18分13秒11

21 424 板原　隆夫 滋賀県  　19分40秒88

25 426 黒田　勇樹 兵庫県  　20分35秒12

26 415 兼房　広和 滋賀県  　20分38秒78

28 420 新海　貴士 愛知県  　20分51秒19

31 408 石井　聡 兵庫県  　22分16秒33

36 414 元井　誠 京都府  　24分06秒03

38 416 中川　裕介 奈良県  　24分53秒95

39 418 北村　成臣 徳島県  　24分58秒05

43 411 三浦　大輔 千葉県  　26分38秒34

47 457 野口　晃佑 大阪府  　34分00秒52

_ 421 武田　常義 滋賀県 棄 権

_ 413 堀田　剛 香川県 棄 権

_ 412 木下　友宏 大阪府 棄 権

_ 409 石津　光朗 大阪府 棄 権

_ 427 田島　典偉 静岡県 棄 権

40～49歳

1 430 山口　学功 神奈川Grand Bleu  　13分57秒26

4 431 岡本　猛 石川県  　14分49秒11

9 439 鬼頭　俊博 三重県  　16分16秒79

11 432 梁　賢 京都府  　17分04秒90

15 437 木村　朋弘 京都府  　18分06秒18

16 443 大谷　暁彦 大阪府  　18分08秒33

19 445 板東　慎二 京都府  　18分50秒08
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22 458 堀井　邦隆  　19分41秒96

27 438 大沢　恵尚 滋賀県  　20分45秒98

30 459 網永　義広  　21分23秒14

32 441 吉村　博則 大阪府  　22分30秒08

33 433 高木　聡 東京都  　22分33秒60

35 434 今井　謙二 大阪府  　24分02秒28

37 442 池田　文彦 滋賀県  　24分47秒28

40 436 江崎　和希 滋賀県  　25分00秒03

41 446 宮川　雅文 埼玉県  　25分14秒52

42 440 中沢　友宏 京都府  　26分08秒72

46 435 溝渕　浩二 滋賀県  　28分47秒74

_ 429 岡本　光広 三重県麻羅観音軍団 途 中 棄 権

_ 444 菅沼　直昭 兵庫県 棄 権

_ 447 濵口　光良 奈良県 棄 権

50～59歳

18 449 大浦　伸一 大阪府  　18分47秒87

20 450 吉本　昇司 愛知県  　19分12秒74

29 451 只野　公一 神奈川  　21分16秒15

34 448 石崎　仁司 三重県  　22分43秒93

_ 452 矢田　貞信 三重県ｱｸﾄｽ四日市 棄 権

60～69歳

14 456 濵口　光良 奈良県  　17分18秒66

24 454 中島　安興 富山県  　20分18秒25

44 453 陶山　芳一 京都府  　27分20秒76

_ 455 大屋　峻 京都府 途 中 棄 権


