
1 10001000 11第５回 1000南房総岩井オープンウォータースイムレース

男子 1000m  総合成績

順位　　ゼッケン　

1 503 Brindley　Se 東京都  　12分04秒08

2 521 久宗　隆史 千葉県  　12分08秒33

3 532 釣本　勝司 東京都  　13分34秒62

4 517 小宮　朋之 千葉県館山ウトゥース  　13分37秒53

5 533 北林　光一 千葉県ｺｰｼﾝＳＴ  　13分48秒32

6 575 佐藤　英成 東京都  　13分59秒67

7 506 星加　一樹 埼玉県ﾄﾞﾙﾌｨﾝ  　14分04秒77

8 505 藤原　亮太 東京都さんぴんｸﾗﾌﾞ  　14分20秒58

9 531 大洞　光知 神奈川  　14分22秒87

10 543 柳瀬　啓 東京都  　14分35秒18

11 524 仙石　暁生 埼玉県ｻﾞﾊﾞｽ河童隊  　14分37秒71

12 573 橋本　大樹 千葉県里美水軍  　14分58秒46

13 546 迫　英光 千葉県じろちょう一家  　14分59秒02

14 528 岸　直哉 東京都  　14分59秒79

15 515 新井　耕平 群馬県  　15分01秒73

16 525 木村　吉孝 千葉県ｾﾝﾄﾗﾙ八千代台  　15分03秒61

17 555 高橋　宏郁 千葉県DAIWA☆OWS  　15分05秒06

18 523 二藤　太地 千葉県  　15分07秒77

19 502 井上　陽介 東京都NKﾊﾟｲﾚｰﾂA  　15分11秒24

20 518 与謝野　明 東京都ﾁｰﾑ浜造  　15分15秒68

21 537 浅川　秀之 東京都  　15分25秒67

22 513 宍戸　圭一 東京都  　15分28秒29

23 551 内田　豊 千葉県里見水軍　B  　15分29秒01

24 530 藤崎　靖彦 埼玉県  　15分38秒14

25 568 岩切　博 東京都  　16分09秒53

26 559 市川　敏 埼玉県  　16分15秒89

27 550 池内　義宏 埼玉県  　16分17秒57

28 509 土本　雄太 東京都  　16分21秒49

29 541 本間　亮平 東京都  　16分23秒83

30 534 長谷川　智大 神奈川  　16分32秒20

31 535 齋藤　徳宏 千葉県ｾﾝﾄﾗﾙ八千代台  　16分59秒18

32 556 星　和宏 埼玉県  　17分01秒92

33 566 中山　雄二 千葉県  　17分10秒91

34 542 小野　雅之 東京都  　17分11秒93

35 564 中島　武次 茨城県  　17分15秒10

36 558 束原　茂 千葉県印西市水泳協会  　17分16秒17

37 519 高橋　素樹 東京都  　17分20秒39

38 548 伊藤　孝介 千葉県  　17分22秒23



男子 1000m  総合成績

39 501 朝田　淳史 東京都Hell Out  　17分27秒74

40 510 根本　直人 東京都  　17分56秒13

41 571 手柴　勇 千葉県  　18分10秒25

42 576 本田　晃大  　18分16秒22

43 560 堀川　泰一 神奈川TIP 川崎  　18分18秒30

44 552 江川　和宏 東京都もう泳げません  　18分34秒50

45 544 高木　聡 東京都  　18分40秒64

46 536 白川　剛 千葉県ﾍﾞﾆｰｽﾞSC  　18分54秒36

47 540 小菅　鉄也 神奈川  　19分35秒73

48 522 田口　直明 神奈川ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ川崎  　19分44秒31

49 526 藤吉　竜太郎 東京都  　19分45秒41

50 572 津田　弘 東京都千駄ヶ谷ｸﾗﾌﾞ  　19分51秒75

51 561 高橋　一彦 東京都  　20分15秒26

52 547 伯田　整一 東京都  　20分46秒82

53 516 東　伸幸 東京都  　20分48秒14

54 574 川野　雄吾  　21分01秒66

55 549 定　昭彦 大阪府  　21分06秒73

56 527 尹　辰薫 東京都じろちょう一家  　21分13秒81

57 512 小川　幸徳 東京都  　22分07秒02

58 228 宮崎　友寿 東京都  　22分17秒59

59 563 伊東　博之 東京都  　22分53秒06

60 520 中山　武志 東京都  　23分03秒27

61 539 小原　大輔 神奈川  　23分33秒28

62 529 寺田　智洋 東京都  　23分39秒97

63 514 林　健彦 神奈川ﾁｰﾑおがっち  　23分41秒23

64 562 百瀬　道之 千葉県VERDY  　23分44秒42

65 570 山本　博 山梨県アルペン水泳部  　24分30秒34

66 545 坂本　隆之 茨城県  　25分07秒57

67 554 小野　剛 千葉県  　25分15秒14

68 553 奥山　諭 茨城県  　25分29秒57

69 567 原　栄一 神奈川  　25分45秒71

70 507 大塚　悠二 東京都ﾍﾞﾆｰｽﾞSC  　26分50秒23

71 569 北守　進 東京都  　29分00秒76

72 538 武藤　直晃 千葉県  　35分57秒24

_ 504 尾崎　俊介 東京都ﾍﾞﾆｰｽﾞＳＣ 棄 権

_ 565 豊留　満 千葉県ｳｰｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 棄 権

_ 557 武澤　克哉 千葉県 棄 権

_ 511 吉田　雅一 東京都ﾍﾞﾆｰｽﾞＳＣ 棄 権

_ 508 堀口　真裕 千葉県 棄 権


