
南伊豆町・弓ヶ浜アクアスロン大会

男子 スイム500m ラン3Km 総合成績

順位　　ゼッケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　スイム　　　 　ラン　　　　　　                

1 208 神田　悠司 神奈川31 大塚製薬  　22分54秒168:45.63 14:08.53

2 202 渡邊　悠葵 静岡県25   　24分28秒3311:54.16 12:34.17

3 206 川守　良和 静岡県31 静岡FD64th  　24分51秒4912:01.54 12:49.95

4 212 仙石　暁生 埼玉県35   　25分15秒7610:02.83 15:12.93

5 201 金森　文亮 愛知県18   　25分44秒2210:03.74 15:40.48

6 224 赤羽根　禎 東京都45   　27分55秒8812:42.48 15:13.40

7 210 高村　知実 静岡県32 静岡FD64th  　28分47秒4312:54.16 15:53.27

8 213 小野　真人 東京都37   　29分00秒1212:31.48 16:28.64

9 225 紅　孝志 神奈川51   　29分08秒9611:49.39 17:19.57

10 203 近藤　晋次 静岡県29 静岡FD64th  　29分30秒8214:04.62 15:26.20

11 221 長浦　拓也 東京都43   　29分33秒1415:14.34 14:18.80

12 233 本田　晃大 平塚市36  　29分54秒9712:47.18 17:07.79

13 214 本村　信大 静岡県38   　30分28秒6617:08.17 13:20.49

14 219 森本　歓 静岡県40   　30分44秒0613:21.05 17:23.01

15 220 太田　知明 神奈川43   　31分31秒5912:59.24 18:32.35

16 231 山元　和夫 京都府62   　32分01秒2210:58.87 21:02.35

17 229 栗本　晴義 埼玉県59   　32分05秒5214:19.89 17:45.63

18 227 飯　三木康 東京都53   　32分47秒9412:35.25 20:12.69

19 216 橋本　真輔 東京都38   　33分18秒9611:15.90 22:03.06

20 230 高橋　重明 静岡県62   　36分05秒3515:47.26 20:18.09

21 222 谷藤　保 神奈川43   　36分22秒6615:26.03 20:56.63

22 223 橋本　智洋 静岡県45   　36分57秒7019:58.07 16:59.63

23 205 中村　二郎 兵庫県30   　47分57秒0827:12.17 20:44.91

_ 232 宮田　武司 東京都66  途 中 棄 権 

_ 204 古川　岳海 埼玉県29  棄 権 

_ 207 三好　徹 東京都31  棄 権 

_ 209 小林　洋介 愛知県32  棄 権 

_ 211 大野木　裕 静岡県34  棄 権 

_ 215 水井　敏貴 東京都38  棄 権 

_ 218 和田　健一 神奈川40  棄 権 



男子 スイム500m ラン3Km 総合成績

_ 226 古本　俊哉 兵庫県51  棄 権 

_ 228 篠原　治義 千葉県56  棄 権 

_ 217 荒木　正敬 静岡県38  棄 権 



南伊豆町・弓ヶ浜アクアスロン大会

男子 スイム500m ラン3Km クラス成績

順位　　ゼッケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　スイム　　　 　ラン　　　　　　        

18歳以下

201 金森　文亮 愛知県18   　25分44秒2210:03.74 15:40.481

19～29歳

202 渡邊　悠葵 静岡県25   　24分28秒3311:54.16 12:34.171

203 近藤　晋次 静岡県29 静岡FD64th  　29分30秒8214:04.62 15:26.202

204 古川　岳海 埼玉県29  棄 権 _

30～39歳

208 神田　悠司 神奈川31 大塚製薬  　22分54秒168:45.63 14:08.531

206 川守　良和 静岡県31 静岡FD64th  　24分51秒4912:01.54 12:49.952

212 仙石　暁生 埼玉県35   　25分15秒7610:02.83 15:12.933

210 高村　知実 静岡県32 静岡FD64th  　28分47秒4312:54.16 15:53.274

213 小野　真人 東京都37   　29分00秒1212:31.48 16:28.645

233 本田　晃大 平塚市36  　29分54秒9712:47.18 17:07.796

214 本村　信大 静岡県38   　30分28秒6617:08.17 13:20.497

216 橋本　真輔 東京都38   　33分18秒9611:15.90 22:03.068

205 中村　二郎 兵庫県30   　47分57秒0827:12.17 20:44.919

207 三好　徹 東京都31  棄 権 _

211 大野木　裕 静岡県34  棄 権 _

215 水井　敏貴 東京都38  棄 権 _

209 小林　洋介 愛知県32  棄 権 _

217 荒木　正敬 静岡県38  棄 権 _

40～49歳

224 赤羽根　禎英 東京都45   　27分55秒8812:42.48 15:13.401

221 長浦　拓也 東京都43   　29分33秒1415:14.34 14:18.802

219 森本　歓 静岡県40   　30分44秒0613:21.05 17:23.013

220 太田　知明 神奈川43   　31分31秒5912:59.24 18:32.354

222 谷藤　保 神奈川43   　36分22秒6615:26.03 20:56.635

223 橋本　智洋 静岡県45   　36分57秒7019:58.07 16:59.636

218 和田　健一 神奈川40  棄 権 _

50～59歳

225 紅　孝志 神奈川51   　29分08秒9611:49.39 17:19.571

229 栗本　晴義 埼玉県59   　32分05秒5214:19.89 17:45.632



男子 スイム500m ラン3Km クラス成績

順位　　ゼッケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　スイム　　　 　ラン　　　　　　        

227 飯　三木康 東京都53   　32分47秒9412:35.25 20:12.693

228 篠原　治義 千葉県56  棄 権 _

226 古本　俊哉 兵庫県51  棄 権 _

60～69歳

231 山元　和夫 京都府62   　32分01秒2210:58.87 21:02.351

230 高橋　重明 静岡県62   　36分05秒3515:47.26 20:18.092

232 宮田　武司 東京都66  途 中 棄 権 _




