
男子 3200m 総合成績

第７回 琵琶湖オープンウォータースイムレース

順位 ゼッケン 名 　 前 都道府県 クラブ名 タ イ ム

1 669 岡崎　満 京都府  　40分38秒76 

2 652 篠崎　勉 愛知県  　42分06秒37 

3 656 片田　克 京都府  　42分30秒44 

4 639 林　祐貴 岐阜県  　43分42秒51 

5 722 中川　峰志 滋賀県  　43分43秒53

6 604 末岡　瞭 京都府  　43分56秒38チーム康一 

7 633 船橋　祐介 滋賀県  　44分05秒22 

8 601 久世　彰 滋賀県  　44分07秒27ひまわり組 

9 717 永井　宗太 大阪府  　44分14秒94

10 654 角田　祐樹 神奈川  　44分31秒36 

11 642 続谷　順也 大阪府  　44分48秒61 

12 611 牧野　達也 滋賀県  　44分58秒83ひまわり組 

13 718 後藤　遥介 大阪府  　45分27秒56

14 647 小迫　岳人 和歌山  　45分39秒31TEAM-SUN5 

15 617 謙　優希 兵庫県  　47分16秒12 

16 687 石原　達雄 京都府  　47分21秒92 

17 613 市川　武 神奈川  　47分23秒46 

18 615 國枝　龍 神奈川  　47分32秒93 

19 682 日比野　昌史 岐阜県  　47分46秒50 

20 679 大内　龍平 神奈川  　47分56秒07 

21 694 栄　正幸 兵庫県  　48分01秒97 

22 719 髙部　賢一 和歌山  　48分07秒47

23 640 山口　亮 大阪府  　48分25秒75 

24 603 原田　和範 滋賀県  　48分27秒58 

25 707 江本　二郎 滋賀県  　48分28秒46ひまわり組 

26 655 寺野　繁男 大阪府  　48分33秒29 

27 607 山田　裕之 京都府  　48分37秒38かのうゆうし 

28 663 井上　武 京都府  　48分40秒49 

29 605 樋口　壽 滋賀県  　48分44秒22 

30 724 飯尾　祐貴 兵庫県  　48分56秒78
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31 632 難波　智 大阪府  　48分58秒71surfrider 

32 711 深沢　進 愛知県  　49分45秒04 

33 608 西澤　佑一 京都府  　50分01秒85 

34 665 小柳津　健 愛知県  　50分07秒52 

35 661 山崎　豊 愛知県  　50分33秒71アイレクストライアスロンチーム 

36 612 城阪　佳佑 兵庫県  　51分13秒35GOTU 

37 646 粕谷　康太郎 岐阜県  　52分02秒29 

38 622 佐藤　英成 東京都  　52分03秒50さんぴんクラブ 

39 631 永井　治邦 愛知県  　52分05秒20 

40 616 木原　一晃 大阪府  　52分09秒53 

41 636 高木　貴光 岐阜県  　52分12秒15岐阜聾学校 

42 670 北峯　裕介 奈良県  　52分13秒52 

43 628 前川　峻徳 埼玉県  　52分16秒88MITCU 

44 609 柴田　洸輔 千葉県  　52分18秒43 

45 668 小川　崇 兵庫県  　52分46秒68 

46 626 福井　悦二 福井県  　52分59秒15ひまわり組 

47 664 伊藤　敏幸 愛知県  　53分53秒45 

48 623 岩瀬　宏 愛知県  　54分47秒72さんぴんクラブ 

49 602 大塚　裕貴 滋賀県  　55分13秒90 

50 723 森口　雅之 京都府  　55分18秒62

51 671 藤井　利徳 滋賀県  　55分54秒65 

52 708 田崎　昭次 愛知県  　55分59秒56ハットリグミ 

53 706 藤村　正人 大阪府  　56分15秒11 

54 618 渡邊　俊介 大阪府  　56分23秒17 

55 635 増田　憲司 岐阜県  　56分25秒27 

56 649 小泉　好信 愛知県  　56分28秒77 

57 651 西江　雅博 愛知県  　56分31秒55 

58 676 網永　義広 大阪府  　56分39秒83マック　堺一条 

59 629 中村　圭 京都府  　57分31秒96 

60 709 熊澤　隆 神奈川  　57分36秒26 
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61 621 藤原　達之 岡山県  　58分18秒35 

62 658 板原　隆夫 滋賀県  　58分46秒53 

63 702 朝岡　昭 大阪府  　58分50秒27 

64 714 鳥生　誠二 愛知県  　59分32秒89 

65 692 篠原　聡 愛知県  　59分57秒26 

66 705 豊岡　満男 京都府  　59分58秒88 

67 666 井村　誠 大阪府 1時間00分22秒04 

68 637 澤田　俊文 滋賀県 1時間01分14秒51apuatics 

69 643 松本　昌士 大阪府 1時間01分21秒20 

70 614 加藤　晃裕 愛知県 1時間02分03秒55 

71 625 成田　征次朗 神奈川 1時間02分10秒41 

72 689 山本　史朗 大阪府 1時間02分18秒07 

73 700 酒井　隆志 東京都 1時間02分18秒81 

74 697 遠山　琢夫 京都府 1時間02分54秒50 

75 660 山本　健二 大阪府 1時間03分45秒82 

76 696 大木　直 岡山県 1時間04分08秒62 

77 712 飯塚　勝人 埼玉県 1時間06分44秒07 

78 677 木村　誓一 大阪府 1時間06分55秒56TAIYO AC 

79 653 吉岡　和幸 三重県 1時間07分12秒20 

80 713 道山　博 山形県 1時間07分18秒39チーム酔水 

81 624 山本　健人 兵庫県 1時間08分00秒37 

82 634 冨岡　陽平 愛知県 1時間08分06秒78 

83 627 尾関　紀幸 岐阜県 1時間08分29秒06 

84 699 阿部　拓 神奈川 1時間08分37秒65 

85 667 浜谷　治 滋賀県 1時間08分49秒67 

86 693 松嶋　康夫 奈良県 1時間08分51秒10G-Hammers 

87 680 徳永　憲治 愛知県 1時間08分53秒74 

88 657 中島　健介 大阪府 1時間09分24秒40 

89 691 岡本　欣治 大阪府 1時間11分13秒46 

90 698 福村　勝央 京都府 1時間11分35秒27 
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91 685 坂本　博 大阪府 1時間11分58秒74 

92 690 井出　充 大阪府 1時間12分01秒19 

93 686 原田　広一 愛知県 1時間12分07秒34 

94 703 太田　憲明 兵庫県 1時間12分57秒33 

95 675 西堀　和也 滋賀県 1時間13分36秒85 

96 674 堀端　健一 滋賀県 1時間13分55秒88 

97 684 古川　昭浩 愛知県 1時間17分49秒15リップル 

98 659 大岸　健治 東京都 1時間23分05秒78 

99 695 森　伸一郎 三重県 1時間26分56秒12くりみん 

100 672 藤本　幸博 大阪府 1時間29分58秒45 

OPN 650 吉村　晃太 大阪府  　59分32秒61 

OPN 720 岸岡　勝 京都府 1時間05分52秒92

OPN 716 藤沢　勉 大阪府 1時間04分08秒72プラスワンMC 

OPN 681 石橋　景祥 東京都 1時間08分20秒06 

OPN 683 木村　浩二郎 滋賀県 1時間16分37秒01 

OPN 688 中澤　幸久 愛知県  　55分07秒36 

OPN 701 谷　佳憲 大阪府  　58分35秒22 

OPN 662 山本　佳雅 愛知県 1時間10分33秒19 

_ 678 土井　章宏 兵庫県 途 中 棄 権 

_ 638 木戸　匡 滋賀県 途 中 棄 権 

_ 710 仲辻　秀綱 京都府 途 中 棄 権 

_ 721 長尾　聡太 大阪府 棄 権

_ 673 草野　善誠 岐阜県 棄 権 

_ 630 柳川　和大 兵庫県 棄 権STS F.C 

_ 715 中島　安興 富山県 棄 権 

_ 600 カジノ　ヒデキ 棄 権 

_ 644 松金　拓哉 愛知県 棄 権 

_ 704 佐々木　義男 大阪府 棄 権 

_ 620 山田　敬司 大阪府 棄 権 

_ 619 吉田　純 大阪府 棄 権肩あがらなーぜ 
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_ 645 森　伸司 岐阜県 棄 権 

_ 648 石井　達也 大阪府 棄 権 

_ 641 堀池　喬史 岐阜県 棄 権 


