
第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(1) 女子500m クラス別順位
18歳以下

   1位 104 小嶋 一花 コジマ イチカ 奈良県 親子三世代チーム 08分35秒17 

   2位 103 谷本 望羽 タニモト ミウ 大阪府 お子様ランチ未完成 08分37秒77 

   3位 105 小椋 芽依 オグラ メイ 愛知県 08分58秒35 

   4位 102 中斉 茉宏 ナカサイ マヒロ 大阪府 お子様ランチ未完成 09分12秒47 

   5位 101 毛利 心咲 モウリ ミサキ 岡山県 JSS津山 11分57秒88 

19～24歳

   1位 107 片山 理沙 カタヤマ リサ 京都府 11分45秒41 

DNS 106 藤田 花暖 フジタ カノン 滋賀県 棄権 

25～29歳

   1位 109 松井 華奈 マツイ カナ 大阪府 11分17秒59 

   2位 110 光藤 優香 ミツフジ ユウカ 滋賀県 11分52秒00 

   3位 108 持田 博美 モチダ ヒロミ 愛知県 24分00秒56 

30～34歳

   1位 112 奥田 梨花 オクダ リカ 愛知県 大高CRS 16分02秒00 

   2位 111 佐近 智佳子 サコン チカコ 滋賀県 17分38秒38 

35～39歳

   1位 116 中川 慶子 ナカガワ ケイコ 京都府 tteam S.H.D. 10分32秒91 

   2位 114 北出 真弓 キタデ マユミ 滋賀県 17分01秒62 

   3位 115 上野 麻里恵 ウエノ マリエ 愛知県 チームぴろし 17分24秒28 

   4位 117 西尾 瞳 ニシオ ヒトミ 愛知県 チームぴろし 17分23秒60 

DNS 113 高井 久美子 タカイ クミコ 滋賀県 棄権 

40～44歳

   1位 119 小嶋 貴子 コジマ タカコ 奈良県 親子三世代チーム 08分54秒70 

   2位 120 黒木 蘭 クロキ ラン 滋賀県 12分07秒56 

   3位 118 喜多 陽子 キタ ヨウコ 大阪府 12分43秒74 

45～49歳

   1位 121 森田 友子 モリタ トモコ 岐阜県 17分34秒16 

   2位 123 江崎 由佳里 エサキ ユカリ 東京都 17分49秒54 

50～54歳

   1位 125 豊岡 みどり トヨオカ ミドリ 京都府 14分56秒32 

   2位 124 土岐 美咲 トキ ミサキ 岐阜県 15分41秒01 

55～59歳

DNS 126 竹内 二三子 タケウチ フミコ 奈良県 棄権 

60～64歳

   1位 127 後藤 陽子 ゴトウ ヨウコ 愛知県 15分36秒13 

70～74歳

   1位 128 山本 一子 ヤマモト カズコ 奈良県 13分31秒32 

   2位 129 中道 雅子 ナカミチ マサコ 奈良県 15分33秒65 

   3位 131 田中 靭子 タナカ ユキコ 京都府 16分34秒13 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(1) 女子500m クラス別順位
70～74歳

DNS 130 阪口 節子 サカグチ セツコ 奈良県 親子三世代チーム 棄権 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(2) 男子500m クラス別順位
18歳以下

   1位 214 加藤 悠人 カトウ ハルト 愛知県 07分59秒02 

   2位 213 石川 祐也 イシカワ ユウヤ 愛知県 08分13秒68 

   3位 207 所 隆之介 トコロ リュウノスケ 滋賀県 09分05秒98 

   4位 205 小嶋 心人 コジマ ココト 奈良県 親子三世代チーム 09分07秒20 

   5位 208 毛利 陽成 モウリ ヨウセイ 岡山県 JSS津山 09分19秒08 

   6位 202 谷本 舜介 タニモト シュンスケ 大阪府 お子様ランチ未完成 09分48秒03 

   7位 206 尾本 朔 オモト サク 滋賀県 旭森小学校 09分49秒66 

   8位 212 田中 遼 タナカ リョウ 愛知県 10分57秒19 

   9位 201 中斉 宏太郎 ナカサイ コウタロウ 大阪府 お子様ランチ未完成 11分16秒68 

  10位 203 中川 航輔 ナカガワ コウスケ 京都府 team S.H.D. 11分49秒34 

OPN 210 松本 虎南 マツモト コナン 愛知県 14分05秒60 

  11位 204 松岡 龍生 マツオカ リュセイ 愛知県 14分55秒24 

  12位 209 野上 諒 ノガミ リョウ 三重県 15分59秒95 

DNS 211 桑原 歩太 クワバラ アユタ 大阪府 棄権 

19～24歳

   1位 217 塚本 雄人 ツカモト ユウト 大阪府 07分51秒09 

   2位 216 山本 雄太 ヤマモト ユウタ 大阪府 08分02秒61 

   3位 215 稲田 晃一 イナダ コウイチ 大阪府 08分20秒09 

25～29歳

   1位 219 太田 大貴 オオタ ダイキ 大阪府 09分58秒74 

   2位 225 徳山 俊輔 トクヤマ シュンスケ 神奈川県 11分14秒08 

   3位 222 倉地 久嗣 クラチ ヒサシ 滋賀県 12分23秒60 

   4位 226 谷村 健太 タニムラ ケンタ 愛知県 12分28秒90 

   5位 227 松尾 浩希 マツオ ヒロキ 奈良県 14分24秒24 

   6位 224 柳田 圭祐 ヤナギダ ケイスケ 大阪府 17分44秒25 

   7位 228 石黒 宏樹 イシグロ ヒロキ 大阪府 19分43秒80 

OTL 220 神崎 智法 カンザキ トモノリ 大阪府 枚方元気になろうの会 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

OTL 223 古布 宗斗 コブ ムネト 大阪府 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

DNF 218 水澤 寛史 ミズサワ ヒロシ 大阪府 途中棄権 

DNF 221 萩原 孝幸 ハギハラ タカユキ 岐阜県 途中棄権 

DNS 229 藤田 航平 フジタ コウヘイ 福井県 棄権 

30～34歳

   1位 231 杉本 圭 スギモト ケイ 大阪府 12分47秒85 

   2位 235 鈴木 裕貴 スズキ ヒロタカ 静岡県 15分39秒01 

   3位 233 玉山 健太郎 タマヤマ ケンタロウ 滋賀県 パワーデブ 16分36秒14 

   4位 234 嶋村 紀寿 シマムラ ノリヒサ 滋賀県 チームマイナス２０ｋｇ 18分18秒51 

DNF 230 黒田 巧 クロダ タクミ 愛知県 orca swimming team 途中棄権 

DNS 232 田村 祐樹 タムラ ユウキ 滋賀県 棄権 

35～39歳

   1位 239 大和 晃 ヤマト アキラ 大阪府 09分02秒92 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(2) 男子500m クラス別順位
35～39歳

   2位 247 横田 智之 ヨコタ トモユキ 滋賀県 いわさこのみChildren 10分55秒30 

   3位 245 河合 隆幸 カワイ タカユキ 愛知県 12分08秒92 

   4位 246 亀井 茂人 カメイ シゲト 石川県 チーム新快速 12分12秒09 

   5位 242 魚住 慎吾 ウオズミ シンゴ 東京都 orca swimming team 12分17秒81 

   6位 237 森田 博康 モリタ ヒロヤス 大阪府 12分36秒32 

   7位 238 菊田 明史 キクタ アキフミ 兵庫県 ５２期 12分38秒07 

   8位 240 大下 達哉 オオシタ タツヤ 滋賀県 13分04秒06 

   9位 236 西野 功隼 ニシノ カツトシ 滋賀県 14分57秒94 

  10位 241 三吉 隆治 ミヨシ タカハル 滋賀県 16分09秒28 

  11位 243 村瀬 邦成 ムラセ クニナリ 岐阜県 16分54秒91 

DNS 244 新妻 光一 ニイヅマ コウイチ 大阪府 神戸水球クラブ 棄権 

DNS 248 吉田 勝彦 ヨシダ カツヒコ 滋賀県 いわさこのみChildren 棄権 

40～44歳

   1位 251 篠崎 勉 シノザキ ツトム 愛知県 08分26秒19 

   2位 259 下田 新一 シモダ シンイチ 富山県 13分05秒47 

   3位 254 野口 健 ノグチ タケシ 滋賀県 13分10秒76 

   4位 258 太田 照久 オオタ テルヒサ 愛知県 ななみスター 13分42秒66 

   5位 256 安田 直記 ヤスダ ナオキ 京都府 14分26秒37 

   6位 250 中根 征也 ナカネ セイヤ 奈良県 15分42秒93 

   7位 288 若菜 敏幸 ＹＡＳＡＫＡ 16分20秒00 

   8位 252 橋本 哲 ハシモト サトシ 滋賀県 16分25秒54 

   9位 289 湯川 勝人 ＹＡＳＡＫＡ 17分13秒02 

  10位 253 川地 信二 カワチ シンジ 岐阜県 17分35秒72 

  11位 249 中島 光彦 ナカジマ ミツヒコ 滋賀県 17分39秒47 

DNS 255 桑原 薫 クワバラ カオル 大阪府 棄権 

DNS 257 中村 光太 ナカムラ コウタ 岐阜県 棄権 

45～49歳

   1位 263 安福 顕 ヤスフク アキラ 愛知県 10分26秒10 

   2位 268 向井 孝明 ムカイ タカアキ 愛知県 11分47秒36 

   3位 265 小菅 真吾 コスゲ シンゴ 京都府 12分19秒61 

   4位 262 小椋 卓也 オグラ タクヤ 愛知県 12分49秒29 

   5位 266 三明 真 ミアケ シン 愛知県 12分54秒48 

   6位 267 高橋 清巳 タカハシ キヨミ 愛知県 14分02秒64 

   7位 290 加藤 真透 ＹＡＳＡＫＡ 16分44秒06 

   8位 272 徳永 勝 トクナガ マサル 東京都 16分47秒73 

   9位 269 加地 マキト カジ マキト 滋賀県 17分08秒77 

  10位 271 小林 誠 コバヤシ マコト 岐阜県 17分11秒12 

  11位 261 久郷 誠 クゴウ マコト 滋賀県 17分51秒10 

  12位 264 亀田 治 カメダ オサム 滋賀県 30分15秒36 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(2) 男子500m クラス別順位
45～49歳

DNF 260 隅川 純一 スミカワ ジュンイチ 三重県 途中棄権 

DNS 270 前田 考一 マエダ コウイチ 京都府 棄権 

50～54歳

   1位 277 今井 真一 イマイ シンイチ 滋賀県 11分54秒00 

   2位 276 下ノ村 浩司 シモノムラ コウジ 三重県 13分06秒69 

   3位 273 水嶋 徹 ミズシマ トオル 愛知県 16分39秒92 

   4位 274 堀田 修身 ホリタ オサミ 滋賀県 18分10秒84 

DNS 275 安江 貞人 ヤスエ サダト 岐阜県 棄権 

55～59歳

   1位 280 田崎 昭次 タサキ ショウジ 愛知県 南部企業 15分37秒41 

   2位 278 白川 恒男 シラカワ ツネオ 埼玉県 17分26秒85 

DNS 279 水野 弘康 ミズノ ヒロヤス 愛知県 棄権 

60～64歳

   1位 281 浜路 晋吾 ハマジ シンゴ 滋賀県 13分15秒17 

   2位 283 豊留 満 トヨトメ ミツル 千葉県 ウーアスリートクラブ 16分12秒36 

   3位 282 堀井 義一 ホリイ ヨシカズ 愛知県 26分17秒09 

65～69歳

   1位 286 長谷 善蔵 ハセ ゼンゾウ 滋賀県 13分39秒48 

   2位 285 赤松 睦 アカマツ ムツシ 徳島県 SV北島 14分18秒74 

   3位 284 柳下 和彦 ヤギシタ カズヒコ 愛知県 15分21秒88 

80歳以上

DNS 287 川島 信也 カワシマ ノブヤ 滋賀県 棄権 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(3) 女子1Km クラス別順位
18歳以下

   1位 310 辻 成望 ツジ ナルミ 滋賀県 近江八幡イトマンスイミングスクール 14分39秒79 

   2位 311 藤塚 きりん フジツカ キリン 滋賀県 16分33秒74 

   3位 307 小嶋 一花 コジマ イチカ 奈良県 親子三世代チーム 16分36秒10 

   4位 309 市川 実夏 イチカワ ミナツ 愛知県 17分03秒06 

   5位 305 新谷 寧々 シンタニ ネネ 千葉県 18分24秒79 

   6位 306 国政 美妃 クニマサ ミサキ 福井県 敦賀市立 松陵中学校 19分16秒45 

   7位 302 本庄 渚 ホンジョウ ナギサ 愛知県 チームF 20分25秒20 

   8位 308 滝 ななか タキ ナナカ 愛知県 20分33秒13 

   9位 304 相澤 姫菜 アイザワ ヒナノ 長野県 25分24秒19 

  10位 303 水田 メラーオ喜海 ミズタ メラーオキナ 奈良県 スポーツセンター田原本 26分50秒37 

  11位 301 島田 悠花 シマダ ハルカ 大阪府 27分28秒13 

19～24歳

   1位 312 松下 彩花 マツシタ アヤカ 神奈川県 相模原市水泳協会 14分00秒57 

35～39歳

   1位 315 蛭子 裕子 ヒルコ ユウコ 奈良県 チームひるこ夫妻 18分40秒48 

   2位 313 河田 愛 カワタ アイ 滋賀県 なし 19分25秒20 

   3位 712 大橋 有希 オオハシ ユキ 大阪府 20分41秒10 

   4位 314 山口 みゆき ヤマグチ ミユキ 神奈川県 Ｇrand Blue 21分42秒85 

   5位 711 早川 智美 ハヤカワ サトミ 愛知県 24分37秒92 

40～44歳

OPN 316 太田 はるか オオタ ハルカ 愛知県 ななみスター 26分57秒91 

   1位 317 生嶋 和美 イクシマ カズミ 大阪府 teamもん吉 28分42秒55 

45～49歳

   1位 320 片岡 早苗 カタオカ サナエ 東京都 チームケンズ西東京 18分22秒10 

   2位 122 松本 寿子 マツモト ヒサコ 千葉県 23分19秒15 

   3位 321 高瀬 浩子 タカセ ヒロコ 岐阜県 26分47秒27 

   4位 318 徳田 久美子 トクダ クミコ 大阪府 28分06秒79 

DNS 319 西津 菜穂子 ニシヅ ナホコ 愛知県 シーモンキー 棄権 

50～54歳

   1位 324 長谷川 あずさ ハセガワ アズサ 滋賀県 19分01秒51 

   2位 325 清水 悦子 シミズ エツコ 滋賀県 24分14秒57 

   3位 323 鈴木 絹代 スズキ キヌヨ 滋賀県 チーム上機嫌 24分50秒81 

   4位 322 坂上 悦子 サカウエ エツコ 愛知県 27分53秒51 

   5位 327 大森 真美 オオモリ マミ 愛知県 33分38秒58 

DNF 328 小川 純子 オガワ ジュンコ 三重県 途中棄権 

DNS 326 東度 晴美 トウド ハルミ 福井県 クレージー福井RC 棄権 

55～59歳

   1位 330 田中 昌子 タナカ マサコ 滋賀県 チーム上機嫌 25分30秒21 

   2位 329 鬼岩 幸代 オニイワ サチヨ 奈良県 チーム西大和 28分14秒38 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(3) 女子1Km クラス別順位
55～59歳

   3位 331 射手矢 浩子 イテヤ ヒロコ 大阪府 29分00秒83 

60～64歳

   1位 333 奥田 藤枝 オクダ フジエ 愛知県 29分02秒81 

   2位 334 小川 薫 オガワ カオル 滋賀県 29分11秒72 

   3位 332 木村 享子 キムラ キョウコ 奈良県 スイムピア大和奈良 29分18秒59 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(4) 男子1Km クラス別順位
18歳以下

   1位 352 小嶋 心人 コジマ ココト 奈良県 親子三世代チーム 16分34秒97 

   2位 355 上田 空 ウエダ ソラ 滋賀県 16分48秒96 

   3位 353 所 隆之介 トコロ リュウノスケ 滋賀県 18分08秒35 

   4位 354 中川 和樹 ナカガワ カズキ 京都府 team S.H.D. 18分16秒07 

   5位 351 山田 泰燿 ヤマダ タイヨウ 愛知県 22分54秒71 

   6位 356 島田 悠佑 シマダ ユウスケ 大阪府 24分09秒30 

19～24歳

   1位 357 大釜 雅裕 オオガマ マサヒロ 兵庫県 桃山学院大学 14分35秒76 

   2位 358 福井 皓介 フクイ コウスケ 京都府 桃山学院大学 15分05秒77 

   3位 360 原田 稔久 ハラダ トシヤ 滋賀県 チームカズ 21分35秒92 

   4位 359 飯田 裕也 イイダ ユウヤ 滋賀県 長浜水泳協会 21分44秒03 

   5位 361 白樫 優一 シラカシ ユウイチ 大阪府 29分23秒07 

DNF 362 高野 裕人 タカノ ユウト 東京都 途中棄権 

25～29歳

   1位 364 林 大樹 ハヤシ ヒロキ 兵庫県 17分25秒51 

   2位 369 香林 正樹 コウバヤシ マサキ 大阪府 20分26秒44 

   3位 368 星 暁志 ホシ サトシ 京都府 20分48秒81 

   4位 363 藤井 公大 フジイ コウダイ 滋賀県 22分30秒19 

   5位 367 佐野 憲司 サノ ケンジ 岐阜県 金曜らぅめん会 23分15秒43 

DNS 365 片畑 亨 カタハタ トオル 滋賀県 棄権 

DNS 366 朝田 裕貴 アサダ ユウキ 兵庫県 棄権 

30～34歳

   1位 382 上田 秋慶 ウエダ アキノリ 滋賀県 15分38秒66 

   2位 371 田邊 瑛二 タナベ エイジ 愛知県 千代田ヴィレッジ＋F. 16分03秒53 

   3位 373 渡邉 恭祥 ワタナベ ユキヨシ 大阪府 18分57秒98 

   4位 372 横田 優 ヨコタ ユウ 愛知県 犬山水泳協会 19分06秒72 

   5位 383 鈴木 悠太 スズキ ユウタ 静岡県 19分22秒92 

   6位 374 小山 卓海 コヤマ タクミ 大阪府 21分50秒99 

   7位 379 松谷 大樹 マツヤ タイキ 大阪府 22分08秒36 

   8位 377 木村 隆浩 キムラ タカヒロ 大阪府 22分23秒23 

   9位 380 渡辺 俊介 ワタナベ シュンスケ 大阪府 肩あがらなーぜ 22分40秒63 

  10位 375 瀬波 和弥 セナミ カズヤ 大阪府 肩あがらなーぜ 22分42秒29 

  11位 384 清水 一樹 シミズ カズキ 神奈川県 25分36秒78 

  12位 376 川根 航 カワネ コウ 京都府 27分19秒29 

  13位 370 伊佐治 哲広 イサジ テツヒロ 奈良県 27分37秒17 

  14位 381 倉田 淳 クラタ アツシ 奈良県 30分56秒60 

  15位 378 藤巻 孔二 フジマキ コウジ 三重県 39分26秒36 

DNS 385 大石 裕之 オオイシ ヒロユキ 愛知県 まるはちＲＣ 棄権 

35～39歳

   1位 387 小塚 昌弘 コヅカ マサヒロ 京都府 17分04秒27 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(4) 男子1Km クラス別順位
35～39歳

   2位 392 大中 人也 オオナカ ヒトヤ 大阪府 KNS 19分37秒61 

   3位 394 小島 亮一 コジマ リョウイチ 兵庫県 21分20秒86 

   4位 391 佐々木 健行 ササキ タケユキ 大阪府 CORHEZ 21分25秒96 

   5位 390 中村 征人 ナカムラ ユキト 愛知県 22分44秒13 

   6位 386 粕谷 良介 カスヤ リョウスケ 兵庫県 24分59秒08 

   7位 388 小川 毅 オガワ タケシ 兵庫県 25分17秒80 

   8位 393 山口 亮 ヤマグチ アキラ 大阪府 25分50秒37 

   9位 396 相澤 佑輔 アイザワ ユウスケ 長野県 26分00秒93 

  10位 395 脇 卓真 ワキ タクマ 大阪府 27分08秒99 

DNS 389 今宿 大輔 イマジュク ダイスケ 滋賀県 棄権 

40～44歳

   1位 402 満田 健太 ミツダ ケンタ 大阪府 Grand Bleu 16分11秒35 

   2位 417 蛭子 憲一 ヒルコ ケンイチ 奈良県 チームひるこ夫妻 16分52秒57 

   3位 414 仁田原 隆志 ニタハラ タカシ 大阪府 コナミ心斎橋 17分37秒97 

   4位 397 尾本 智隆 オモト トモタカ 滋賀県 いわさこのみChildren 19分03秒15 

   5位 401 梅田 圭一 ウメダ ケイイチ 滋賀県 19分20秒46 

   6位 416 毛利 哲也 モウリ テツヤ 岡山県 アイマーレ 19分33秒06 

   7位 398 中村 隆宏 ナカムラ タカヒロ 滋賀県 いわさこのみChildren 19分54秒35 

   8位 410 中津川 晴久 ナカツガワ ハルヒサ 兵庫県 20分15秒66 

   9位 406 田中 康嗣 タナカ ヤスシ 三重県 タイヤガーデン伊勢 21分09秒73 

  10位 413 岩本 裕二 イワモト ユウジ 愛知県 稲沢スイミングスクール 21分22秒48 

  11位 399 平柳 夏樹 ヒラヤナギ ナツキ 岐阜県 21分39秒36 

  12位 403 岩瀬 岳志 イワセ タケシ 岐阜県 亀山社中 22分37秒66 

  13位 407 沖野 剛志 オキノ ツヨシ 滋賀県 22分46秒10 

  14位 400 本庄 良和 ホンジョウ ヨシカズ 愛知県 チームF 25分01秒00 

  15位 412 太田 照久 オオタ テルヒサ 愛知県 ななみスター 28分02秒66 

  16位 404 山崎 貴峰 ヤマザキ タカネ 大阪府 28分49秒95 

  17位 411 西田 恒義 ニシダ ツネヨシ 愛知県 34分29秒57 

DNF 408 今井 克典 イマイ カツノリ 愛知県 ポンコツ苦ラブ 途中棄権 

DNS 405 六軒 益成 ロッケン ヨシナリ 三重県 NMRC 棄権 

DNS 409 前田 亮 マエダ リョウ 大阪府 棄権 

DNS 415 古賀 隆士 コガ タカシ 愛知県 棄権 

45～49歳

   1位 427 山口 学功 ヤマグチ タカノリ 神奈川県 Ｇrand Bleu 15分22秒02 

   2位 420 杉山 智浩 スギヤマ トモヒロ 愛知県 nakamura88 20分02秒10 

   3位 419 伊藤 嘉規 イトウ ヨシノリ 愛知県 nakamura88 20分08秒30 

   4位 423 所 伸介 トコロ シンスケ 滋賀県 21分16秒20 

   5位 432 西 耕一郎 ニシ コウイチロウ 千葉県 22分01秒17 

   6位 422 古川 崇 フルカワ タカシ 愛知県 23分32秒40 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(4) 男子1Km クラス別順位
45～49歳

   7位 825 村越 寛之 ムラコシ ヒロユキ 滋賀県 23分39秒64 

   8位 429 向井 孝明 ムカイ タカアキ 愛知県 23分50秒52 

   9位 418 大石 貴史 オオイシ タカシ 京都府 24分17秒90 

  10位 426 三谷 孝之 ミタニ タカユキ 福井県 25分16秒18 

  11位 431 金島 守 カネシマ マモル 栃木県 25分44秒99 

  12位 440 江幡 則行 エバタ ノリユキ 岐阜県 26分04秒98 

  13位 436 中川 浩一 ナカガワ コウイチ 京都府 team S.H.D. 27分00秒86 

  14位 441 上田 恭一 ウエダ キョウイチ 愛知県 27分32秒91 

  15位 428 佐竹 浩 サタケ ヒロシ 岐阜県 28分00秒30 

  16位 425 獅山 尚史 シシヤマ ナオフミ 滋賀県 彦根東高校水泳部OB会 28分17秒81 

  17位 438 井元 高広 イモト タカヒロ 京都府 29分04秒26 

  18位 424 久保 哲哉 クボ テツヤ 滋賀県 29分48秒42 

OPN 437 松本 信次郎 マツモト シンジロウ 愛知県 31分03秒94 

  19位 430 加地 マキト カジ マキト 滋賀県 33分37秒50 

  20位 439 坂田 一善 サカタ カズヨシ 京都府 35分40秒65 

  21位 435 川添 浩 カワゾエ ヒロシ 大阪府 37分01秒30 

DNF 442 加藤 雅彦 カトウ マサヒコ 大阪府 途中棄権 

DNS 421 赤井 好古 アカイ ヨシフル 京都府 桂川走友会 棄権 

DNS 433 村田 眞 ムラタ マコト 滋賀県 棄権 

DNS 434 成田 英宏 ナリタ ヒデヒロ 愛知県 豊田西高校ＳＳＨ 棄権 

50～54歳

   1位 445 黒田 公夫 クロダ キミオ 京都府 19分50秒17 

   2位 443 野藤 哲生 ノトウ テツオ 愛知県 21分24秒00 

   3位 447 高橋 潤 タカハシ ジュン 滋賀県 23分04秒29 

   4位 454 杉山 淳 スギヤマ アツシ 滋賀県 24分53秒56 

   5位 444 吉村 博則 ヨシムラ ヒロノリ 大阪府 24分55秒21 

   6位 446 福井 勲 フクイ イサオ 滋賀県 25分41秒47 

   7位 448 賀来 憲司 カク ケンジ 大阪府 28分15秒68 

   8位 452 十一家 昌彦 ジュウイチヤ マサヒコ 京都府 28分27秒92 

   9位 451 二坂 時裕 ニサカ トキヒロ 静岡県 32分29秒74 

  10位 453 若園 明裕 ワカゾノ アキヒロ 岐阜県 Footwork 33分04秒88 

  11位 449 古川 勝彦 フルカワ カツヒコ 滋賀県 古川 38分04秒91 

DNS 450 谷口 由行 タニグチ ヨシユキ 滋賀県 スポルトピーノ 棄権 

55～59歳

   1位 457 宇野 嘉隆 ウノ ヨシタカ 滋賀県 18分23秒69 

   2位 455 堀井 邦隆 ホリイ クニタカ 愛知県 19分14秒28 

   3位 860 長尾 義信 ナガオ ヨシノブ 大阪府 ikeike里づと 19分57秒82 

   4位 456 鞠子 淳 マリコ アツシ 神奈川県 KSC 20分11秒43 

   5位 461 大浦 伸一 オオウラ シンイチ 大阪府 21分18秒90 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(4) 男子1Km クラス別順位
55～59歳

   6位 463 河合 賢治 カワイ ケンジ 滋賀県 チーム上機嫌 21分49秒86 

   7位 464 矢田 貞信 ヤタ゛ サタ゛ノフ゛ 三重県 昭和四日市石油 22分33秒95 

   8位 460 辻 誠 ツジ マコト 奈良県 27分31秒12 

DNS 458 松下 泰樹 マツシタ タイキ 滋賀県 棄権 

DNS 459 上正原 勝 カミショウハラ マサル 群馬県 前橋トライアスロン協会 棄権 

DNS 462 村岡 哲也 ムラオカ テツヤ 京都府 棄権 

60～64歳

   1位 466 平岡 司郎 ヒラオカ シロウ 岐阜県 22分51秒93 

   2位 467 徳平 隆之 トクヒラ タカユキ 奈良県 チーム西大和 23分04秒65 

   3位 469 豊留 満 トヨトメ ミツル 千葉県 ウーアスリートクラブ 30分25秒21 

   4位 465 島袋 盛一 シマブクロ モリカズ 鹿児島県 36分05秒89 

DNS 468 竹中 利通 タケナカ トシミチ 兵庫県 ようかＳＳ 棄権 

65～69歳

   1位 471 室 康彦 ムロ ヤスヒコ 大阪府 コナミ茨木 17分14秒70 

   2位 474 小石 秀司 コイシ シュウジ 滋賀県 チーム上機嫌 22分38秒93 

   3位 473 池田 卓治 イケダ タクジ 広島県 福山YMCA 27分17秒53 

   4位 472 梁川 和弘 ヤナガワ カズヒロ 埼玉県 32分32秒68 

   5位 470 渡辺 道則 ワタナベ ミチノリ 大阪府 瀬田漕艇?楽部 34分20秒13 

70～74歳

   1位 476 金谷 州明 カナヤ クニハル 滋賀県 24分32秒00 

   2位 475 武田 忠美 タケダ タダヨシ 大阪府 26分11秒09 

   3位 477 橋本 勇 ハシモト イサム 滋賀県 長浜水泳協会 33分33秒58 

75～79歳

   1位 478 向坂 清和 サキサカ キヨカズ 神奈川県 21分06秒93 

DNS 479 薮田 信義 ヤブタ ノブヨシ 三重県 棄権 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(5) 女子5Km クラス別順位
18歳以下

   1位 506 池田 沙羅 イケダ サラ 三重県 尾鷲高校 1時間04分30秒89 

   2位 505 高見 雪月 タカミ ユヅキ 福井県 福井工業大学附属福井高校 1時間04分47秒81 

   3位 501 中川 綾乃 ナカガワ アヤノ 石川県 1時間04分52秒01 

   4位 507 上田 さくら ウエダ サクラ 滋賀県 1時間05分08秒31 

   5位 503 片山 実咲 カタヤマ ミサキ 福井県 金井学園SC 1時間06分49秒56 

   6位 502 板原 瑞月 イタハラ ミヅキ 滋賀県 1時間13分35秒69 

DNS 504 伊藤 芽花 イトウ メイカ 滋賀県 いずみ能登川 棄権 

19～24歳

   1位 508 吉岡 理沙 ヨシオカ リサ 奈良県 ＭＧニッシン 57分45秒51 

   2位 513 松下 彩花 マツシタ アヤカ 神奈川県 相模原市水泳協会 59分43秒80 

   3位 510 冨井 星河 トミイ セイカ 大阪府 近大クラブ 1時間00分18秒42 

   4位 512 櫛田 夏織 クシダ カオリ 大阪府 阪大泳友会 1時間02分54秒85 

   5位 531 中川 麻子 ナカガワ マユ 滋賀県 関西大学 1時間03分40秒82 

   6位 511 和賀 愛 ワガ アイ 東京都 Team どるふぃん 1時間13分55秒05 

   7位 509 町田 あかり マチダ アカリ 神奈川県 1時間14分04秒52 

25～29歳

   1位 515 渡邊 薫 ワタナベ カオル 東京都 1時間02分52秒82 

   2位 514 河野 希 コウノ ノゾミ 岐阜県 金曜らぅめん会 1時間20分33秒89 

30～34歳

   1位 517 貴田 裕美 キダ ユミ 群馬県 コナミスポーツクラブ 57分17秒87 

   2位 519 東 紗矢香 アズマ  サヤカ 大阪府 ぱいん’ｓ 1時間04分39秒77 

   3位 518 黒子 亜美 クロコ アミ 東京都 AGswimmers 1時間21分08秒62 

   4位 516 伊庭 友香 イバ ユウカ 滋賀県 肩あがらなーぜ 1時間34分50秒50 

35～39歳

   1位 714 三﨑 真由美 ミサキ マユミ 愛媛県 ZERO WAVE 1時間36分09秒45 

   2位 520 羽田 桂子 ハダ ケイコ 愛知県 1時間43分23秒21 

40～44歳

   1位 521 高間 佐知子 タカマ サチコ 愛知県 1時間17分50秒08 

   2位 524 中村 香季 ナカムラ カズエ 千葉県 1時間19分59秒95 

   3位 522 後藤 亜希子 ゴトウ アキコ 岐阜県 1時間29分41秒21 

   4位 523 比嘉 りつ子 ヒガ リツコ 愛知県 1時間48分30秒72 

45～49歳

   1位 526 片岡 早苗 カタオカ サナエ 東京都 チームケンズ西東京 1時間25分07秒32 

   2位 525 阿井 妃呂美 アイ ヒロミ 静岡県 シーダーズ 1時間46分38秒33 

50～54歳

   1位 527 山本 奈津子 ヤマモト ナツコ 静岡県 1時間36分45秒34 

   2位 528 五十嵐 明美 イガラシ アケミ 愛知県 シーモンキー 1時間49分34秒89 

55～59歳

   1位 529 成瀬 弘美 ナルセ ヒロミ 愛知県 1時間51分55秒84 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(5) 女子5Km クラス別順位
60～64歳

   1位 530 黒川 てるみ クロカワ テルミ 熊本県 1時間42分05秒46 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(6) 男子5Km クラス別順位
18歳以下

   1位 547 小原 健吾 オハラ ケンゴ 鳥取県 倉吉スイミング 57分21秒20 

   2位 543 神鳥 傑 カミトリ スグル 三重県 四日市スイミングクラブ 57分52秒84 

   3位 544 松村 幸哉 マツムラ ユキヤ 石川県 金沢スイミングクラブ西泉教場 59分50秒97 

   4位 541 松本 勝己 マツモト カツキ 千葉県 大和田中学校 1時間04分34秒88 

   5位 545 石川 裕也 イシカワ ユウヤ 愛知県 1時間06分46秒44 

   6位 546 原田 洋旭 ハラダ ヒロアキ 大阪府 チームブレイブ 1時間09分50秒13 

   7位 542 三谷 悠人 ミタニ ユウト 福井県 1時間20分29秒45 

19～24歳

   1位 551 吉武 倫太郎 ヨシタケ リンタロウ 滋賀県 滋賀医大 1時間13分18秒07 

   2位 548 岡村 太路 オカムラ タロ 神奈川県 名古屋大学トライアスロン部 1時間20分36秒40 

   3位 549 伊藤 友哉 イトウ トモヤ 愛知県 名古屋大学トライアスロン部 1時間21分03秒82 

   4位 550 吉住 俊一 ヨシズミ シュンイチ 東京都 1時間22分13秒01 

   5位 552 小川 洋平 オガワ ヨウヘイ 大阪府 1時間31分12秒67 

25～29歳

   1位 556 中西 健太 ナカニシ ケンタ 滋賀県 1時間13分38秒68 

   2位 553 内海 晃輔 ウツミ コウスケ 滋賀県 1時間16分55秒58 

   3位 555 福田 将啓 フクダ マサヒロ 滋賀県 SSH 1時間23分41秒41 

   4位 557 横田 佳大 ヨコタ ヨシヒロ 滋賀県 1時間23分48秒50 

   5位 554 原 裕太 ハラ ユウタ 京都府 MCZ 1時間29分50秒22 

   6位 558 松井 裕紀夫 マツイ ユキオ 大阪府 肩あがらなーぜ 1時間53分48秒93 

30～34歳

   1位 569 寺田 尚紘 テラダ ナオヒロ 岐阜県 Aim for the Top 1時間05分19秒69 

   2位 566 山野 穣 ヤマノ ミノル 兵庫県 うみものがたり 1時間13分14秒64 

   3位 570 白鳥 克哉 シラトリ カツヤ 東京都 1時間13分51秒67 

   4位 565 藤野 佑規 フジノ ユウキ 大阪府 1時間14分53秒96 

   5位 561 加藤 昌純 カトウ マサズミ 愛知県 鳥泳１８ 1時間23分43秒55 

   6位 563 柴田 和宏 シバタ カズヒロ 岐阜県 1時間26分12秒35 

   7位 564 村田 雅樹 ムラタ マサキ 京都府 ＳＵＭＳ endoscopy 1時間28分18秒96 

   8位 559 大北 真嗣 オオキタ マサシ 滋賀県 鳥泳１８ 1時間31分55秒50 

   9位 560 別所 リン ベッショ リン 広島県 鳥泳１８ 1時間32分53秒85 

  10位 567 森 健 モリ タケシ 愛知県 1時間38分54秒88 

  11位 562 小田 祥三 オダ ショウゾウ 香川県 鳥泳１８ 1時間41分36秒03 

  12位 571 前田 健児 マエダ ケンジ 福井県 アグレッシ部 1時間46分21秒40 

DNS 568 林 晃 ハヤシ アキラ 新潟県 棄権 

35～39歳

   1位 575 木村 奉多賀 キムラ トモタカ 岐阜県 1時間04分18秒16 

   2位 582 寺田 貴洋 テラダ タカヒロ 愛知県 1時間04分43秒76 

   3位 577 細野 俊司 ホソノ シュンジ 滋賀県 1時間13分04秒25 

   4位 578 船橋 祐介 フナハシ ユウスケ 滋賀県 1時間14分55秒48 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(6) 男子5Km クラス別順位
35～39歳

   5位 573 古田 敏尚 フルタ トシナオ 岡山県 井上道場 1時間18分05秒25 

   6位 580 井上 昌紀 イノウエ マサノリ 大阪府 吹田市トライアスロン教室 1時間20分23秒01 

   7位 576 岡村 慶彦 オカムラ ヨシヒコ 兵庫県 神戸水球倶楽部 1時間30分04秒49 

   8位 589 坂本 元 サカモト ハジメ 静岡県 がっこーにいこう！陸上部 1時間32分49秒27 

   9位 587 松村 真 マツムラ シン 石川県 1時間32分56秒19 

  10位 581 増田 憲司 マスダ ケンジ 岐阜県 金曜らぅめん会 1時間34分09秒10 

OPN 574 岩崎 良太 イワサキ リョウタ 大阪府 1時間35分14秒22 

  11位 583 石垣 聡 イシガキ サトシ 三重県 1時間37分19秒58 

  12位 579 小川 毅 オガワ タケシ 兵庫県 1時間37分45秒27 

  13位 588 亀井 茂人 カメイ シゲト 石川県 チーム新快速 1時間47分31秒28 

  14位 586 佐久間 厚志 サクマ アツシ 岐阜県 1時間54分14秒73 

DNF 584 香田 浩一 コウダ ヒロカズ 愛知県 途中棄権 

DNS 585 新妻 光一 ニイヅマ コウイチ 大阪府 神戸水球クラブ 棄権 

40～44歳

   1位 599 伊東 貴司 イトウ タカシ 兵庫県 神戸市役所水泳部 1時間04分46秒17 

   2位 594 篠崎 勉 シノザキ ツトム 愛知県 1時間11分21秒52 

   3位 606 丹下 正己 タンゲ マサミ 愛知県 ＵＮＩＯＮＤＩＮＥ 1時間13分46秒17 

   4位 591 新澤 政吉 シンザワ マサヨシ 京都府 1時間17分03秒40 

   5位 592 廣岡 慶彦 ヒロオカ ヤスヒコ 滋賀県 BigLake 1時間18分07秒30 

   6位 604 苅尾 敦 カリオ アツシ 神奈川県 1時間18分10秒60 

   7位 598 板原 隆夫 イタハラ タカオ 滋賀県 1時間21分46秒73 

   8位 605 善積 誠司 ヨシズミ セイジ 奈良県 つうばいつう 1時間22分14秒88 

   9位 595 平山 道夫 ヒラヤマ ミチオ 大阪府 神戸水球倶楽部 1時間23分10秒25 

  10位 608 伊藤 敏幸 イトウ トシユキ 奈良県 1時間26分01秒00 

  11位 610 生嶋 伸司 イクシマ シンジ 大阪府 teamもん吉 1時間27分47秒29 

  12位 597 伊藤 衛 イトウ マモル 三重県 1時間31分00秒08 

  13位 590 国政 武史 クニマサ タケシ 福井県 神戸水球倶楽部 1時間31分28秒21 

  14位 609 小柳津 健 オヤイズ ケン 愛知県 1時間37分22秒86 

  15位 593 齊藤 祐輔 サイトウ ユウスケ 京都府 1時間38分31秒18 

  16位 602 石井 紀光 イシイ ノリミツ 愛知県 1時間41分08秒89 

  17位 596 片山 寛 カタヤマ ヒロシ 大阪府 スイトラ 1時間44分27秒85 

  18位 600 奥村 修治 オクムラ シュウジ 埼玉県 1時間57分47秒79 

  19位 601 小出 雄太 コイデ ユウタ 東京都 ギューターン 2時間02分03秒28 

  20位 603 広瀬 渡 ヒロセ ワタル 岐阜県 2時間12分41秒01 

45～49歳

   1位 612 増田 晶人 マスダ アキト 大阪府 1時間13分30秒42 

   2位 614 石田 朋敬 イシダ トモタカ 滋賀県 彦根東高水泳部OB会 1時間21分33秒13 

   3位 611 西前 出 サイゼン イズル 京都府 MCZ 1時間22分36秒69 

   4位 624 伊藤 彰規 イトウ アキノリ 滋賀県 1時間23分15秒60 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(6) 男子5Km クラス別順位
45～49歳

   5位 628 元山 盛雄 モトヤマ モリオ 滋賀県 1時間28分17秒63 

   6位 630 中島 美弘 ナカシマ ヨシヒロ 佐賀県 ブリヂストン 1時間30分43秒89 

   7位 620 木村 陽一 キムラ ヨウイチ 大阪府 1時間32分20秒42 

   8位 631 今村 朋裕 イマムラ トモヒロ 東京都 ヒヤシンス 1時間32分51秒96 

   9位 629 金指 正太郎 カナザシ ショウタロウ 静岡県 1時間34分38秒68 

  10位 627 甲木 秀弘 カツキ ヒデヒロ 福岡県 1時間35分10秒90 

  11位 623 古田 哲也 フルタ テツヤ 愛知県 1時間36分08秒00 

  12位 626 竹安 義之 タケヤス ヨシユキ 福井県 南越泳ごう会 1時間37分32秒16 

  13位 615 安藤 康彦 アンドウ ヤスヒコ 愛知県 1時間41分21秒76 

  14位 625 土井 章宏 ドイ アキヒロ 兵庫県 1時間43分20秒35 

  15位 621 堀端 健一 ホリバタ ケンイチ 大阪府 1時間47分08秒40 

  16位 613 斉藤 太誉 サイトウ タカヨシ 愛知県 リップル 1時間53分29秒97 

  17位 622 吉田 直人 ヨシダ ナオト 滋賀県 BＩC 1時間54分46秒42 

  18位 616 中原 つとむ ナカハラ ツトム 京都府 三日月会 1時間56分31秒19 

  19位 617 安田 宗義 ヤスダ ムネヨシ 愛知県 2時間03分07秒93 

  20位 619 大鹿 満貴 オオシカ ミツタカ 愛知県 リップル 2時間10分00秒55 

  21位 618 浜名 将光 ハマナ マサミツ 岐阜県 2時間10分13秒96 

50～54歳

   1位 635 木村 朋弘 キムラ トモヒロ 京都府 1時間25分14秒76 

   2位 648 河崎 行成 カワサキ ユキナリ 三重県 1時間27分11秒97 

   3位 637 山本 省三 ヤマモト ショウゾウ 大阪府 1時間29分28秒18 

   4位 640 村上 淳一 ムラカミ ジュンイチ 愛知県 シーモンキー 1時間31分53秒57 

   5位 641 持井 正吾 モチイ ショウゴ 兵庫県 1時間33分45秒30 

   6位 642 橋本 良浩 ハシモト ヨシヒロ 栃木県 宇都宮村上塾 1時間38分21秒31 

   7位 636 増田 敬雅 マスダ タカマサ 愛知県 リップル 1時間39分57秒80 

   8位 633 星尾 勝 ホシオ マサル 大阪府 100キロ 1時間40分01秒42 

   9位 638 三浦 光広 ミウラ ミツヒロ 愛知県 リップル 1時間47分12秒11 

  10位 643 鷲見 尚典 スミ ヒサノリ 岐阜県 1時間50分38秒95 

  11位 645 松嶋 康夫 マツシマ ヤスオ 奈良県 G_Hammers 1時間50分43秒29 

  12位 634 大濱 徹 オオハマ トオル 愛知県 BIGーS東海 1時間51分43秒55 

OPN 644 岡本 欣治 オカモト キンジ 大阪府 1時間57分00秒67 

  13位 632 藤田 雅史 フジタ マサシ 兵庫県 ふじた内科クリニック 2時間04分52秒24 

  14位 851 中村 亮介 ナカムラ リョウスケ 愛知県 リップル 2時間10分57秒02 

  15位 647 中村 勇治 ナカムラ ユウジ 滋賀県 Biglake 2時間13分27秒81 

  16位 639 大里 誠治 オオサト セイジ 岐阜県 Brasil-Gifu-Minokamo 2時間14分17秒99 

DNF 646 多和田 貞吉 タワダ サダヨシ 滋賀県 途中棄権 

55～59歳

   1位 654 数井 一弘 カズイ カズヒロ 岐阜県 1時間23分47秒14 

   2位 653 藤井 和典 フジイ カズノリ 東京都 オーシャンナビ 1時間24分08秒01 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(6) 男子5Km クラス別順位
55～59歳

   3位 650 川崎 武夫 カワサキ タケオ 東京都 どM倶楽部 1時間26分08秒22 

   4位 658 山田 博 ヤマダ ヒロシ 大阪府 つうばいつうR 1時間28分26秒90 

   5位 660 田崎 昭次 タサキ ショウジ 愛知県 南部企業 1時間31分04秒51 

   6位 651 鞠子 淳 マリコ アツシ 神奈川県 KSC 1時間33分29秒23 

   7位 657 佐々木 義男 ササキ ヨシオ 大阪府 八尾アスリート 1時間34分02秒58 

   8位 652 菊地 靖 キクチ ヤスシ 愛知県 RIPPLE 1時間41分39秒34 

   9位 656 船越 信 フナコシ マコト 大阪府 京都ＸＣ 1時間50分24秒46 

OPN 659 岩室 哲司 イワムロ テツジ 大阪府 スタッシュサポート 2時間00分45秒79 

OPN 655 木村 眞伸 キムラ マサノブ 大阪府 2時間05分41秒04 

  10位 649 伏見 和也 フシミ カズヤ 岐阜県 2時間36分42秒88 

60～64歳

   1位 666 手塚 修 テヅカ オサム 兵庫県 アクトス明石 1時間26分02秒32 

   2位 663 岸本 哲嘉 キシモト テツヨシ 京都府 AS京都 1時間27分10秒49 

   3位 662 坂倉 浩 サカクラ ヒロシ 神奈川県 1時間43分01秒86 

   4位 661 小島 健一 コジマ ケンイチ 岐阜県 1時間44分22秒84 

   5位 665 西尾 敦史 ニシオ アツシ 神奈川県 チーム久末 1時間49分53秒35 

   6位 667 嶋田 信一 シマダ シンイチ 石川県 新保つらいアスロンクラブ 1時間53分52秒60 

   7位 668 坪井 康治 ツボイ コウジ 三重県 Team Cozy 2時間07分16秒62 

   8位 664 藤波 哲 フジナミ サトル 滋賀県 Athlete8-MEN 2時間11分39秒39 

65～69歳

   1位 672 小橋 慎治 コバシ シンジ 大阪府 U.B.C.C. 1時間54分07秒13 

   2位 670 四宮 敬司 シノミヤ ケイジ 兵庫県 2時間10分36秒13 

   3位 669 赤松 睦 アカマツ ムツシ 徳島県 SV北島 2時間11分03秒53 

70～74歳

   1位 673 中川 一夫 ナカガワ カズオ 滋賀県 2時間30分25秒57 

75～79歳

   1位 674 杉原 拓士 スギハラ タクジ 滋賀県 2時間29分16秒72 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(7) 女子3.34Km クラス別順位
18歳以下

   1位 728 三木ひかる 島根県 43分40秒46 

   2位 703 桐生 智奈子 キリウ チナコ 三重県 43分50秒28 

   3位 701 平山 桃 ヒラヤマ モモ 愛知県 KL春日井 45分13秒79 

   4位 702 岩見 まりん イワミ マリン 三重県 尾鷲高校 46分43秒70 

   5位 704 松岡 希実 マツオカ ノゾミ 愛知県 1時間06分47秒24 

19～24歳

   1位 706 水野 明莉 ミズノ アカリ 大阪府 49分35秒57 

   2位 707 小池 可純 コイケ カスミ 神奈川県 49分53秒04 

   3位 705 田中 花 タナカ ハナ 京都府 マーチャンツ 58分07秒19 

25～29歳

   1位 708 長田 昌子 オサダ マサコ 東京都 1時間00分28秒54 

30～34歳

   1位 709 山本 智子 ヤマモト トモコ 大阪府 1時間03分06秒72 

   2位 710 坂本 美香 サカモト ミカ 愛知県 1時間06分03秒37 

35～39歳

   1位 715 佐野 薫 サノ カオリ 愛知県 1時間06分12秒59 

   2位 713 浅地 善子 アサヂ ヨシコ 大阪府 1時間10分24秒10 

40～44歳

DNS 716 国政 摩耶 クニマサ マヤ 福井県 神戸水球倶楽部 棄権 

45～49歳

OPN 717 森本 亜由美 モリモト アユミ 兵庫県 ふじた内科クリニック 1時間16分42秒88 

   1位 718 桑本 彰子 クワモト アキコ 大阪府 1時間16分51秒02 

   2位 719 木村 智子 キムラ トモコ 京都府 1時間21分20秒18 

50～54歳

   1位 720 中山 いずみ ナカヤマ イズミ 岐阜県 プラスＦ 59分21秒21 

   2位 721 山田 忍 ヤマダ シノブ 大阪府 1時間04分23秒92 

55～59歳

   1位 725 村田 典子 ムラタ ノリコ 京都府 1時間09分34秒12 

   2位 723 生島 祥江 イクシマ ヨシエ 大阪府 ｴﾙﾄﾞﾗﾄﾞ 1時間13分31秒05 

   3位 726 中藤 昌子 ナカトウ マサコ 岡山県 1時間18分43秒34 

   4位 722 脇野 満寿美 ワキノ マスミ 京都府 1時間19分34秒16 

OPN 724 服部 松美 ハットリ マツミ 愛知県 桜水会 1時間24分36秒28 

60～64歳

   1位 727 加島 淳子 カシマ アツコ 大阪府 1時間26分39秒31 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(8) 男子3.34Km クラス別順位
18歳以下

   1位 756 上村 拓也 カミムラ タクヤ 滋賀県 ウェルビ水口 39分47秒43 

   2位 753 石田 彩人 イシダ アヤト 三重県 四日市スイミングクラブ 42分00秒70 

   3位 754 毛利 天 モウリ ソラ 岡山県 JSS津山 43分42秒20 

   4位 757 加藤 悠人 カトウ ハルト 愛知県 46分33秒23 

   5位 755 浅井 七音 アサイ ナオト 大阪府 51分37秒50 

   6位 751 三谷 駿人 ミタニ ハヤト 福井県 53分06秒92 

   7位 752 福和 千代ノ介 フクワ チヨノスケ 愛知県 57分49秒35 

19～24歳

   1位 762 塚本 雄人 ツカモト ユウト 大阪府 42分25秒00 

   2位 759 稲田 晃一 イナダ コウイチ 大阪府 45分26秒52 

   3位 766 高屋 龍生 タカヤ リュウセイ 京都府 マーチャンツ 46分26秒80 

   4位 761 山本 雄太 ヤマモト ユウタ 大阪府 47分25秒16 

   5位 763 古賀 耕介 コガ コウスケ 神奈川県 48分08秒19 

   6位 758 増田 大成 マスダ タイセイ 奈良県 大阪体育大学 53分15秒19 

   7位 765 菅原 聡真 スガワラ ソウマ 京都府 マーチャンツ 53分20秒81 

   8位 760 加藤 祐也 カトウ ヒロヤ 兵庫県 56分59秒32 

   9位 764 櫻井 琢也 サクライ タクヤ 大阪府 関西大学トライアスロンサークル 57分05秒55 

  10位 767 倉本 篤樹 クラモト アツキ 滋賀県 くらげ 1時間04分05秒22 

25～29歳

   1位 775 フェラーリ シモン フェラーリ シモン 大阪府 48分25秒05 

OPN 769 浅田 紀寛 アサダ ノリヒロ 東京都 東水会 49分47秒63 

   2位 772 海野 文希 ウミノ フミキ 愛知県 49分57秒23 

   3位 768 太田 大貴 オオタ ダイキ 大阪府 58分52秒81 

   4位 770 木下 卓也 キノシタ タクヤ 鳥取県 1時間00分42秒78 

   5位 771 辻 祐史 ツジ ユウジ 京都府 1時間03分09秒71 

   6位 776 辻 航 ツジ ワタル 滋賀県 1時間07分41秒62 

   7位 774 檜垣 勇佑 ヒガキ ユウスケ 大阪府 枚方元気になろうの会 1時間17分13秒29 

   8位 773 松藤 浩平 マツフジ コウヘイ 大阪府 枚方元気になろうの会 1時間30分01秒85 

30～34歳

   1位 786 宮下 滋 ミヤシタ シゲル 石川県 1時間01分59秒49 

   2位 780 森田 赳明 モリタ タケアキ 大阪府 1時間02分21秒78 

   3位 782 野村 幸靖 ノムラ ユキヤス 滋賀県 日立化成水泳部 1時間03分02秒43 

   4位 781 畠山 拡才 ハタケヤマ ヒロトシ 滋賀県 1時間04分19秒41 

   5位 778 鈴木 秀知 スズキ ヒデハル 愛知県 鳥泳１８ 1時間07分26秒59 

OPN 777 川内 雅和 カワウチ マサカズ 大阪府 P-bay 1時間08分54秒94 

   6位 784 富成 渉 トミナリ ワタル 愛知県 1時間09分55秒17 

   7位 785 矢部 祐司 ヤベ ユウジ 東京都 1時間18分26秒01 

   8位 783 野瀬 拓也 ノセ タクヤ 滋賀県 チームマイナス２０ｋｇ 1時間23分47秒33 

DNS 779 緒方 裕一 オガタ ユウイチ 徳島県 棄権 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(8) 男子3.34Km クラス別順位
35～39歳

   1位 800 森口 和也 モリグチ カズヤ 兵庫県 チームこころ 49分07秒91 

   2位 790 大和 晃 ヤマト アキラ 大阪府 49分31秒96 

   3位 798 宰井 良輔 サイ リョウスケ 兵庫県 49分43秒60 

   4位 799 柚山 光大 ユヤマ コウダイ 和歌山県 dai dream Japan 52分59秒14 

   5位 795 槙 大輔 マキ ダイスケ 京都府 1時間06分09秒64 

   6位 791 奥田 俊一 オクダ シュンイチ 愛知県 大高CRS 1時間10分12秒85 

   7位 572 太田 貴之 オオタ タカユキ 愛知県 リップル 1時間14分31秒79 

   8位 796 佐藤 隆登 サトウ タカト 愛知県 1時間17分30秒87 

   9位 787 安江 雄一 ヤスエ ユウイチ 大阪府 1時間17分57秒84 

  10位 788 田中 智和 タナカ トモカズ 大阪府 1時間20分34秒47 

  11位 801 松村 貴士 マツムラ タカシ 滋賀県 アイソリスイムチーム 1時間20分40秒49 

  12位 793 森 泰宏 モリ ヤスヒロ 京都府 1時間23分04秒01 

  13位 789 Weppner Nicholasウェップナー ニコラス 滋賀県 1時間32分44秒23 

  14位 794 上地 泰司 カミヂ タイジ 大阪府 1時間47分02秒55 

DNS 792 小島 邦昭 コジマ クニアキ 大阪府 棄権 

DNS 797 伊藤 玲 イトウ レイ 大阪府 棄権 

40～44歳

   1位 806 渡辺 純康 ワタナベ ノリヤス 愛知県 リップル 49分59秒35 

   2位 607 草川 秀人 クサカワ ヒデト 京都府 50分23秒98 

   3位 815 杉村 政志 スギムラ マサシ 愛知県 54分44秒35 

   4位 812 古田 貴弘 フルタ タカヒロ 大阪府 58分12秒24 

   5位 808 寺野 繁男 テラノ シゲオ 大阪府 58分33秒54 

   6位 811 松本 勝司 マツモト カツシ 千葉県 1時間02分28秒35 

   7位 810 滝 あきお タキ アキオ 愛知県 1時間04分08秒28 

   8位 816 潮海 淑応 シオミ ヨシタカ 京都府 201607発足オープンウォーター部 1時間04分47秒08 

   9位 807 久保 晃弘 クボ アキヒロ 千葉県 1時間07分36秒84 

OPN 804 尾北 幸司 オキタ コウジ 大阪府 1時間18分14秒08 

  10位 813 河合 博史 カワイ ヒロシ 愛知県 チームぴろし 1時間18分17秒30 

  11位 814 松井 秀樹 マツイ ヒデキ 愛媛県 ZERO WAVE 1時間18分34秒34 

  12位 803 野田 陽一郎 ノダ ヨウイチロウ 埼玉県 1時間20分31秒50 

DNS 802 山次 雄太 ヤマジ ユウタ 滋賀県 たいよう 棄権 

DNS 805 南條 謙政 ナンジョウ カネマサ 愛知県 棄権 

DNS 809 桑原 薫 クワバラ カオル 大阪府 棄権 

45～49歳

   1位 820 田邊 敦司 タナベ アツシ 愛知県 red COMET 46分18秒15 

   2位 833 寺尾 慎太郎 テラオ シンタロウ 滋賀県 54分40秒95 

   3位 819 髙橋 一実 タカハシ カズミ 大阪府 54分56秒57 

   4位 818 安福 顕 ヤスフク アキラ 愛知県 56分04秒22 

   5位 832 福積 延治 フクヅミ ノブジ 愛知県 トライステラー 1時間01分14秒00 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(8) 男子3.34Km クラス別順位
45～49歳

   6位 821 橋本 和幸 ハシモト カズユキ 滋賀県 プラスＦ 1時間01分50秒22 

   7位 822 木村 茂 キムラ シゲル 大阪府 1時間03分20秒22 

   8位 830 国友 哲也 クニトモ テツヤ 京都府 1時間07分05秒62 

   9位 827 竹内 裕雄 タケウチ ヤスオ 石川県 1時間15分50秒35 

OPN 828 山中 純平 ヤマナカ ジュンペイ 京都府 清課堂 1時間17分39秒13 

  10位 831 今井 謙二 イマイ ケンジ 大阪府 1時間19分51秒03 

OPN 817 服部 真也 ハットリ シンヤ 愛知県 1時間21分52秒27 

  11位 824 脇 光夫 ワキ ミツオ 岐阜県 1時間28分45秒60 

  12位 823 草川 稔 クサガワ ミノル 三重県 アルバトロス 1時間29分46秒63 

  13位 826 溝川 一郎 ミゾカワ イチロウ 東京都 1時間43分08秒76 

  14位 834 徳永 勝 トクナガ マサル 東京都 1時間43分18秒80 

DNS 829 徳光 芳文 トクミツ ヨシフミ 東京都 棄権 

DNS 835 加藤 雅彦 カトウ マサヒコ 大阪府 棄権 

50～54歳

   1位 845 木村 学 キムラ マナブ 石川県 エイム 50分50秒66 

OPN 846 松岡 義巳 マツオカ ヨシミ 大阪府 吹田市トライスロン教室 57分52秒35 

   2位 840 藤ノ井 誠司 フジノイ セイジ 京都府 チーム郁兵衞 58分25秒92 

   3位 854 渡部 英夫 ワタナベ ヒデオ 岐阜県 58分42秒94 

   4位 837 田中 孝幸 タナカ タカユキ 岐阜県 1時間04分39秒72 

   5位 850 森 英雄 モリ ヒデオ 京都府 コナミ八幡 1時間05分05秒95 

   6位 842 岩田 明 イワタ アキラ 大阪府 ｴﾙﾄﾞﾗﾄﾞ 1時間05分51秒62 

   7位 839 滝 雅行 タキ マサユキ 大阪府 1時間06分45秒05 

   8位 848 毛利 一郎 モウリ イチロウ 大阪府 1時間09分37秒72 

OPN 841 水嶋 徹 ミズシマ トオル 愛知県 1時間09分52秒45 

   9位 844 伊丹 尚明 イタミ ナオアキ 愛知県 リップル 1時間10分25秒80 

  10位 852 鈴木 哲隆 スズキ アキタカ 長野県 小川小学校 1時間17分21秒00 

  11位 843 加藤 幸治 カトウ コウジ 富山県 きらり勝ッパ 1時間30分59秒76 

  12位 836 佐藤 尚巳 サトウ ナオミ 静岡県 1時間37分04秒13 

DNS 838 西田 英樹 ニシダ ヒデキ 滋賀県 棄権 

DNS 847 吹野 忠司 フキノ タダシ 大阪府 10.6アスリートクラブ 棄権 

DNS 849 東浦 至孝 ヒガシウラ ムネタカ 愛知県 リップル 棄権 

DNS 853 米田 聡 ヨネダ サトシ 岐阜県 棄権 

55～59歳

   1位 859 井戸 正幸 イド マサユキ 大阪府 58分09秒18 

   2位 863 城下 輝治 シロシタ テルジ 大阪府 1時間00分51秒58 

   3位 861 豊岡 満男 トヨオカ ミツオ 京都府 1時間04分28秒95 

   4位 856 東 貞男 アズマ サダオ 愛知県 1時間12分11秒09 

   5位 855 柳本 俊章 ヤナギモト トシアキ 兵庫県 Team BRAVE 1時間15分28秒67 

   6位 857 酒井 隆志 サカイ タカシ 滋賀県 1時間18分13秒32 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(8) 男子3.34Km クラス別順位
55～59歳

   7位 858 早野 恭次 ハヤノ キョウジ 滋賀県 ＢＩＣ 1時間26分23秒75 

OPN 862 服部 達郎 ハットリ タツロウ 愛知県 桜水会 1時間31分22秒88 

60～64歳

   1位 864 奥村 悦生 オクムラ エツオ 大阪府 ふんころがし 1時間19分17秒86 

65～69歳

   1位 865 桝野 章二郎 マスノ ショウジロウ 大阪府 58分17秒29 

   2位 867 尼寺 栄二郎 ニジ エイジロウ 大阪府 ホモルーデンス 1時間02分25秒60 

   3位 866 林 明治 ハヤシ アキハル 岐阜県 花咲Ｇさん 1時間04分25秒22 

   4位 869 高田 幸男 タカダ ユキオ 大阪府 1時間12分05秒37 

   5位 671 小塚 利治 コヅカ トシハル 愛知県 1時間22分57秒26 

   6位 868 粕渕 伸夫 カスブチ ノブオ 埼玉県 1時間25分25秒58 

75～79歳

   1位 870 薮田 信義 ヤブタ ノブヨシ 三重県 1時間29分39秒62 



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(9) 500m×4リレー クラス別順位
119歳以下

   1位 905 29分29秒81 塚本 雄人 山本 雄太 水野 明莉 稲田 晃一

SETSUNANスイマーズ 
07:10.47 08:24.46 07:23.97

00:06:30.91 00:13:41.38 00:22:05.84 00:29:29.81

   2位 902 30分36秒23 上田 さくら 上田 そら 藤塚 きりん 板原 瑞月

ミサキノ 
07:29.65 08:21.14 07:34.02

00:07:11.42 00:14:41.07 00:23:02.21 00:30:36.23

   3位 909 32分30秒84 林 夏紀 小笠原 健泰 渭原 準 荒谷 大成

私立F大 漫画研究会 
07:53.55 09:08.78 07:47.77

00:07:40.74 00:15:34.29 00:24:43.07 00:32:30.84

   4位 906 32分59秒88 フェラーリ シモン井上 航太 増田 大成 増田 晶人

びわ＆レマン湖UNION 
08:48.33 08:39.59 08:00.82

00:07:31.14 00:16:19.47 00:24:59.06 00:32:59.88

   5位 907 33分44秒87 内海 晃輔 浅田 紀寛 長田 昌子 海野 文希

二食下ドルフィンズ 
08:22.22 09:13.35 08:33.41

00:07:35.89 00:15:58.11 00:25:11.46 00:33:44.87

   6位 901 33分47秒86 谷本 舜介 中斉 宏太郎 中斉 茉宏 谷本 望羽

お子様ランチ未完成 
09:21.49 08:14.53 07:31.71

00:08:40.13 00:18:01.62 00:26:16.15 00:33:47.86

   7位 908 36分23秒75 榎元 太希 中井 彩乃 志津 弘明 池田 賢史

APLswimmers
09:04.06 09:06.16 08:42.67

00:09:30.86 00:18:34.92 00:27:41.08 00:36:23.75

   8位 904 36分35秒95 南 光勇士 大西 果乃莉 小野 晶迦 井上 知也

私立F大 オタ芸サークル 
09:20.67 09:17.87 09:24.51

00:08:32.90 00:17:53.57 00:27:11.44 00:36:35.95

   9位 903 37分17秒57 和久 優樹 田口 淳 清水 あゆみ 仲矢 智博

ダンガンスイマー 
08:42.30 10:03.71 09:09.93

00:09:21.63 00:18:03.93 00:28:07.64 00:37:17.57

  10位 910 39分09秒59 松井 裕紀夫 中野 咲樹 伊庭 友香 上永 慎哉

左肩あがらなーぜ 
08:05.09 09:53.29 10:55.58

00:10:15.63 00:18:20.72 00:28:14.01 00:39:09.59

120～159歳

   1位 920 29分26秒45 穂積 雅之 永瀬 知之 寺田 貴洋 高柳 洋

セントラル二俣川ows部 
06:41.18 07:05.01 08:38.60

00:07:01.66 00:13:42.84 00:20:47.85 00:29:26.45

   2位 914 30分09秒33 島崎 義崇 田邊 瑛二 長野 正章 荒尾 昭裕

私立F大 落語研究会 
07:22.74 07:27.21 08:02.67

00:07:16.71 00:14:39.45 00:22:06.66 00:30:09.33

   3位 912 31分16秒59 鈴木 悠世 小栗 梓 杉村 政志 高瀬 雅和

red COMET 120 悠世 
07:51.67 08:25.89 06:58.87

00:08:00.16 00:15:51.83 00:24:17.72 00:31:16.59

   4位 922 34分21秒99 細野 俊司 平山 道夫 河本 直樹 岡村 慶彦

神戸水球倶楽部A 
08:42.50 09:11.15 09:00.51

00:07:27.83 00:16:10.33 00:25:21.48 00:34:21.99

   5位 926 34分33秒42 百鳥 裕介 林 靖秀 廣岡 慶彦 木下 元

鳥林 ひろき 
08:45.26 08:23.38 08:45.74

00:08:39.04 00:17:24.30 00:25:47.68 00:34:33.42

   6位 917 34分41秒74 仁田原 隆志 小林 正樹 大中 人也 林 大樹

team℃-ute
09:40.68 09:00.31 08:09.40

00:07:51.35 00:17:32.03 00:26:32.34 00:34:41.74



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(9) 500m×4リレー クラス別順位
120～159歳

   7位 916 36分15秒82 国政 武史 国政 美妃 大橋 有季 井上 昌紀

神戸水球倶楽部B 
08:44.34 09:53.52 08:11.04

00:09:26.92 00:18:11.26 00:28:04.78 00:36:15.82

   8位 923 37分40秒35 小原 敏明 江幡 則行 渡辺 将大 藤井 慶太

私立F大 ロボット研究会 
11:49.86 08:41.89 08:31.66

00:08:36.94 00:20:26.80 00:29:08.69 00:37:40.35

   9位 928 37分48秒29 尾本 智隆 横田 智之 中村 隆宏 吉田 勝彦

いわさこのみChildren 
09:29.79 09:21.42 10:34.73

00:08:22.35 00:17:52.14 00:27:13.56 00:37:48.29

  10位 915 37分55秒18 吉田 純 渡辺 俊介 中川 佳祐 瀬波 和弥

右肩あがらなーぜ 
10:35.45 08:48.38 09:59.94

00:08:31.41 00:19:06.86 00:27:55.24 00:37:55.18

  11位 911 40分33秒49 魚住 慎吾 徳山 俊輔 原田 和範 谷村 健太

KNSなごやか 
09:48.62 08:15.28 12:12.30

00:10:17.29 00:20:05.91 00:28:21.19 00:40:33.49

  12位 924 43分21秒58 幸松 勇人 陳 旭佳 大西 政也 森本 哲史

大松 旭史 
13:59.17 09:59.60 09:39.35

00:09:43.46 00:23:42.63 00:33:42.23 00:43:21.58

  13位 921 43分41秒54 平柳 夏樹 土方 翔斗 土方 利春 熊崎 健作

私立F大 プロレス同好会 
09:26.13 12:16.46 11:55.39

00:10:03.56 00:19:29.69 00:31:46.15 00:43:41.54

  14位 927 44分22秒25 佐藤 識明 山本 鮎子 後藤 亜希子 山田 修作

私立F大 考古学研究会 
11:42.04 09:21.22 10:25.76

00:12:53.23 00:24:35.27 00:33:56.49 00:44:22.25

  15位 925 46分13秒39 三吉 隆治 山本 直樹 光藤 優香 多和田 貞吉

さんさんこうた 
09:11.29 09:59.25 13:30.35

00:13:32.50 00:22:43.79 00:32:43.04 00:46:13.39

  16位 918 57分36秒42 いおふぇさ ぱーしばる尾坂 兼一 中島 晴香 西前 出

MCZ
12:33.49 22:40.85 09:03.00

00:13:19.08 00:25:52.57 00:48:33.42 00:57:36.42

DNS 919 棄権 阪口 節子 小嶋 心人 小嶋 一花 小嶋 貴子

親子三世代チーム 

160～199歳

   1位 939 33分20秒54 上田 秋慶 宇野 嘉隆 黒田 公夫 長谷川 あずさ

草津イトマンスーパーストロング 
08:24.36 09:08.68 08:42.17

00:07:05.33 00:15:29.69 00:24:38.37 00:33:20.54

   2位 931 33分23秒89 満田 健太 満田 武志 山口 みゆき 山口 学功

Grand Bleu
08:55.47 09:51.95 07:13.44

00:07:23.03 00:16:18.50 00:26:10.45 00:33:23.89

   3位 935 33分58秒06 田邊 敦司 小嶋 英樹 荻窪 良太 武田 孝行

red COMET 160 田邊 
08:26.78 10:01.58 08:16.50

00:07:13.20 00:15:39.98 00:25:41.56 00:33:58.06

   4位 938 35分23秒68 森口 和也 吉野 薫 福田 正人 宰井 良輔

573三宮 
10:07.68 10:06.78 07:20.39

00:07:48.83 00:17:56.51 00:28:03.29 00:35:23.68

   5位 936 35分26秒31 永井 信 岡本 明子 新妻 奈緒子 鈎 文子

まぁがりんs 
08:29.58 10:38.36 08:45.81

00:07:32.56 00:16:02.14 00:26:40.50 00:35:26.31



第 4 回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース

2017年8月20日(9) 500m×4リレー クラス別順位
160～199歳

   6位 930 38分49秒83 下島 崇 竹原 清人 大島 晴仁 小木曽 一雅

チーム「K.T」 
12:17.21 10:37.55 08:08.77

00:07:46.30 00:20:03.51 00:30:41.06 00:38:49.83

   7位 933 39分45秒96 千貫 伸行 杉浦 さゆり 橋爪 美由紀 畠山 拡才

ヒロノブ & ミユリ 
09:15.43 10:48.32 10:31.01

00:09:11.20 00:18:26.63 00:29:14.95 00:39:45.96

   8位 929 41分33秒05 堀 圭介 小笠原 理恵 高瀬 浩子 荒尾 美波

私立F大 料理研究会 
08:05.56 11:59.17 10:21.33

00:11:06.99 00:19:12.55 00:31:11.72 00:41:33.05

   9位 934 41分58秒78 村中 志穂 鎌倉 和子 大下 達哉 西村 良三

ミズカマキリむらむら 
09:51.33 11:59.00 10:40.11

00:09:28.34 00:19:19.67 00:31:18.67 00:41:58.78

  10位 937 45分14秒38 脇 光夫 鈴木 有香 森 梨江子 平岡 司郎

私立F大 茶華道部 
08:39.42 12:54.73 10:44.60

00:12:55.63 00:21:35.05 00:34:29.78 00:45:14.38

DNS 932 棄権 若菜 敏幸 田中 友幸 湯川 勝人 加藤 真透

YASAKA

200～239歳

   1位 941 41分52秒83 中嶋 敏之 黒田 慎太郎 掛本 眞知子 寺田 静香

いまかけてらじま 
09:02.04 12:23.74 10:53.02

00:09:34.03 00:18:36.07 00:30:59.81 00:41:52.83

   2位 943 43分29秒60 河合 賢治 田中 昌子 鈴木 絹代 小石 秀司

チーム上機嫌 
12:05.32 10:52.48 10:32.19

00:09:59.61 00:22:04.93 00:32:57.41 00:43:29.60

   3位 942 58分31秒13 中野 公太 卯田 幸男 原田 友美 若月 慶子

さきちゃんと挑戦者達 
15:14.65 13:40.61 18:24.56

00:11:11.31 00:26:25.96 00:40:06.57 00:58:31.13

DNF 940 32分07秒43 橋本 和幸 中山 いずみ 若園 明裕 山田 篤

私立F大 アカペラサークル 
09:46.38 12:38.77

00:09:42.28 00:19:28.66 00:32:07.43


