
(1) 女子 500m総合順位

   1 位  10 平井 彩絢 ヒライ サアヤ 奈良県 07分06秒97 

   2 位  11 小嶋 一花 コジマ イチカ 奈良県 親子３世代チーム 07分07秒92 

   3 位  12 小椋 芽依 オグラ メイ 愛知県 07分51秒17 

   4 位   6 野崎 心優 ノザキ ミユ 滋賀県 DO BEST あどがわ 08分20秒73 

   5 位  19 各務 有紀 カカム ユキ 岐阜県 Tomishin＆+F. 08分34秒18 

   6 位   4 伊藤 舞 イトウ マイ 三重県 YSC 09分30秒96 

   7 位  25 藤井 那都子 フジイ ナツコ 愛知県 09分51秒31 

   8 位  13 丹下 真里奈 タンゲ マリナ 岐阜県 はっはーーＷＷＷ 10分06秒49 

   9 位  28 吉村 香 ヨシムラ カオリ 兵庫県 歌敷山JAPAN 10分13秒50 

  10 位  30 大西 洋子 オオニシ ヨウコ 岐阜県 10分25秒50 

  11 位   3 新谷 天寧 シンタニ アマネ 千葉県 10分50秒57 

  12 位   9 野村 あいり ノムラ アイリ 滋賀県 10分59秒61 

  13 位  16 中村 あつ子 ナカムラ アツコ 東京都 11分10秒76 

  14 位  26 喜多 陽子 キタ ヨウコ 大阪府 11分17秒23 

  15 位  40 鎌田 和子 カマダ カズコ 三重県 CSY 11分46秒00 

  16 位  23 西井 由紀子 ニシイ ユキコ 福井県 家族愛 11分58秒09 

  17 位  36 吉澤 たまみ ヨシザワ タマミ 京都府 11分58秒88 

  18 位  14 西應 唯花 ニシオウ ユイカ 香川県 さくら塾 12分05秒32 

  19 位  20 小嶋 三千代 コジマ ミチヨ 愛知県 家族愛 12分50秒78 

  20 位   2 水田ｷﾞｷﾕｰﾙ知海 ミズタ ギキユールシナ 奈良県 スポーツセンター田原本 12分53秒14 

  21 位   7 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 12分57秒13 

  22 位  24 森 梨江子 モリ リエコ 岐阜県 13分00秒44 

  23 位  32 小那谷 素子 オナヤ モトコ 奈良県 13分04秒82 

  24 位 177 田中 由紀 タナカ ユキ 大阪府 13分39秒52 

  25 位  38 後藤 陽子 ゴトウ ヨウコ 愛知県 13分44秒47 

  26 位  33 土岐 美咲 トキ ミサキ 岐阜県 13分46秒20 

  27 位  39 奥野 正恵 オクノ マサエ 大阪府 ひよこ 13分59秒21 

  28 位  21 北出 真弓 キタデ マユミ 滋賀県 目指せows 14分20秒06 

  29 位  22 立岡 侑子 タツオカ ユウコ 滋賀県 14分22秒46 

  30 位  15 シン 繼萱 シン ジーシュエン 大阪府 14分40秒72 

  31 位 183 徳田 久美子 トクダ クミコ 大阪府 15分49秒64 

  32 位  41 下司 悦子 シモジ エツコ 愛知県 16分32秒96 

  33 位  43 中道 雅子 ナカミチ マサコ 奈良県 16分46秒51 

  34 位  18 奥田 瑠梨子 オクダ ルリコ 愛知県 17分00秒59 

  35 位  17 高島 洋子 タカシマ ヨウコ 京都府 17分02秒85 

  36 位   1 岡田 七海 オカダ ナナミ 愛知県 17分31秒37 

  37 位  34 大森 真美 オオモリ マミ 愛知県 18分23秒74 

  38 位   8 滝 ももか タキ モモカ 愛知県 18分55秒90 

  39 位  27 太田 はるか オオタ ハルカ 愛知県 ななみスター 20分45秒35 

  40 位  37 加藤 久美子 カトウ クミコ 愛知県 20分56秒89 

 DNF   42 山本 一子 ヤマモト カズコ 奈良県 途中棄権 

 DNS    5 島田 和奈佳 シマダ ワナカ 東京都 マコチン 棄権 

 DNS   29 森田 友子 モリタ トモコ 岐阜県 棄権 



(1) 女子 500m総合順位

 DNS   31 中西 礼子 ナカニシ レイコ 滋賀県 棄権 



(2) 男子 500m総合順位

   1 位  57 橋本 和賢 ハシモト カズタカ 京都府 修学院中学校 06分49秒13 

   2 位  56 盛屋 朋樹 モリヤ トモキ 兵庫県 JSS宝塚 06分52秒73 

   3 位  59 大釜 雅裕 オオガマ マサヒロ 大阪府 06分55秒40 

   4 位  60 福井 皓介 フクイ コウスケ 大阪府 07分14秒77 

   5 位  58 加治屋 駿 カジヤ シュン 大阪府 07分16秒34 

   6 位  62 稲田 晃一 イナダ コウイチ 大阪府 07分18秒10 

   7 位  61 野嵜 月龍 ノザキ オボロ 京都府 京都学園大学 07分30秒46 

   8 位  69 塩谷 元基 シオタニ ゲンキ 大阪府 07分34秒82 

   9 位  54 所 隆之介 トコロ リュウノスケ 滋賀県 07分46秒12 

  10 位  55 長谷 悠翔 ハセ ユウト 三重県 07分48秒26 

  11 位  64 辻 一真 ツジ カズマ 滋賀県 無 08分02秒57 

  12 位  53 小嶋 心人 コジマ ココト 奈良県 親子３世代チーム 08分05秒81 

  13 位  75 西浦 大輔 ニシウラ ダイスケ 大阪府 むしょぞく 08分12秒89 

  14 位  89 丸山 貴史 マルヤマ タカシ 福井県 山地区 08分16秒70 

  15 位  71 熊野 景太 クマノ ケイタ 岡山県 08分41秒27 

  16 位  66 吉住 俊一 ヨシズミ シュンイチ 東京都 08分43秒05 

  17 位  90 関口 要 セキグチ カナメ 大阪府 大谷明の男祭り 09分46秒39 

  18 位  73 尾田 亮平 オダ リョウヘイ 大阪府 10分08秒53 

  19 位  85 河合 隆幸 カワイ タカユキ 愛知県 10分14秒97 

  20 位 109 向井 孝明 ムカイ タカアキ 愛知県 10分16秒42 

  21 位  86 小林 一彦 コバヤシ カズヒコ 愛知県 10分20秒50 

  22 位  76 上山 秀樹 ウエヤマ ヒデキ 大阪府 GOTU 10分32秒06 

  23 位 122 今井 真一 イマイ シンイチ 滋賀県 目指せows 10分38秒65 

  24 位  52 辻本 世樹 ツジモト セナ 滋賀県 イトマン 10分45秒01 

  25 位  63 藤井 慎平 フジイ シンペイ 三重県 CSY 10分58秒58 

  26 位 129 岸田 敏広 キシダ トシヒロ 滋賀県 フィットウィル彦根 11分01秒44 

  27 位  72 谷村 健太 タニムラ ケンタ 東京都 11分05秒84 

  28 位  68 萩原 孝幸 ハギハラ タカユキ 愛知県 11分06秒95 

  29 位  83 大下 達哉 オオシタ タツヤ 滋賀県 11分08秒73 

  30 位 133 横田 幸男 ヨコタ ユキオ 愛知県 犬山水泳協会 11分18秒78 

  31 位  99 唐牛 善之 カロウジ ヨシユキ 滋賀県 目指せOWS 11分20秒04 

  32 位 123 小原 淳司 オハラ アツシ 三重県 CSY 11分22秒06 

  33 位 105 小椋 卓也 オグラ タクヤ 愛知県 11分26秒18 

  34 位  80 前田 剛治 マエダ コウジ 滋賀県 11分35秒26 

  35 位  46 松本 勝人 マツモト マサト 千葉県 11分43秒05 

  36 位  97 松本 勝司 マツモト カツシ 千葉県 matumoto 11分46秒76 

  37 位 121 下ノ村 浩司 シモノムラ コウジ 三重県 11分47秒60 

  38 位  82 岡田 昌之 オカダ マサユキ 滋賀県 11分51秒81 

  39 位 130 四方 政道 シカタ マサミチ 滋賀県 11分53秒63 

  40 位 112 前田 考一 マエダ コウイチ 京都府 12分09秒24 

  41 位 135 長谷 善蔵 ハセ ゼンゾウ 滋賀県 12分11秒33 

  42 位  79 田中 友幸 タナカ トモユキ 滋賀県 12分21秒90 

  43 位  81 遠藤 健富 エンドウ ヤスト 岐阜県 遠藤健富 12分28秒27 



(2) 男子 500m総合順位

  44 位 125 竹原 清人 タケハラ キヨト 長野県 チームK・T 12分30秒08 

  45 位  70 齋藤 伶耶 サイトウ レイヤ 長野県 SBY 12分39秒86 

  46 位  51 松岡 龍生 マツオカ リョウセイ 愛知県 12分49秒32 

  47 位 298 三谷 孝之 ミタニ タカユキ 福井県 12分55秒30 

  48 位 113 天野 建児 アマノ ケンジ 滋賀県 12分58秒51 

  49 位 131 野口 通教 ノグチ ミチノリ 滋賀県 フィットウィル彦根 13分02秒11 

  50 位  44 立岡 和寿馬 タツオカ カズマ 滋賀県 13分30秒66 

  51 位 127 田崎 昭次 タサキ ショウジ 愛知県 服部組グループ 13分47秒86 

  52 位 108 草川 稔 クサガワ ミノル 三重県 アルバトロス 14分01秒04 

  53 位  45 板原 志蕗 イタハラ シブキ 滋賀県 14分05秒00 

  54 位  93 板原 隆夫 イタハラ タカオ 滋賀県 14分09秒21 

  55 位 115 髙橋 治良 タカハシ ハルヨシ 滋賀県 14分23秒63 

  56 位 103 若菜 敏幸 ワカナ トシユキ 滋賀県 yasaka 14分26秒30 

  57 位  77 高島 正樹 タカシマ マサキ 滋賀県 14分28秒10 

  58 位 132 田嶋 正行 タジマ マサユキ 滋賀県 14分34秒99 

  59 位  94 湯川 勝人 ユカワ カツヒト 滋賀県 YASAKA 14分38秒43 

  60 位 106 榊原 恵通 サカキバラ ヨシミチ 大阪府 15分00秒43 

  61 位 134 柳下 和彦 ヤギシタ カズヒコ 愛知県 15分42秒47 

  62 位 120 篠田 雄大 シノダ タケヒロ 岐阜県 ARC 15分44秒34 

  63 位  87 松永 寿樹 マツナガ ヒサキ 滋賀県 15分47秒79 

  64 位 100 北 尚数 キタ ヒサカズ 滋賀県 16分38秒95 

  65 位 124 白川 恒男 シラカワ ツネオ 埼玉県 16分51秒20 

  66 位  65 浦田 健吾 ウラタ ケンゴ 大阪府 16分52秒51 

  67 位 104 隅川 純一 スミカワ ジュンイチ 三重県 16分58秒10 

  68 位 118 松田 英成 マツダ ヒデナリ 京都府 17分05秒43 

  69 位  98 岡田 卓也 オカダ タクヤ 愛知県 17分32秒06 

  70 位  48 梅田 創士 ウメダ ソウシ 滋賀県 18分20秒62 

  71 位  88 梅田 圭一 ウメダ ケイイチ 滋賀県 18分21秒74 

  72 位  96 滝 あきお タキ アキオ 愛知県 18分55秒28 

  73 位 119 山口 康昭 ヤマグチ ヤスアキ 埼玉県 19分19秒23 

  74 位  78 長野 正章 ナガノ マサアキ 岐阜県 20分42秒43 

  75 位  74 石川 孝明 イシカワ タカアキ 岐阜県 20分43秒83 

  76 位  95 太田 照久 オオタ テルヒサ 愛知県 ななみスター 20分44秒35 

  77 位  50 太田 悠 オオタ ユウ 愛知県 ななみスター 20分44秒88 

  78 位  47 森山 裕斗 モリヤマ ユウト 奈良県 21分58秒99 

  79 位  92 森山 俊司 モリヤマ シュンジ 奈良県 22分00秒06 

  80 位  49 浅野 颯眞 アサノ ソウマ 滋賀県 22分42秒34 

  81 位 102 浅野 弘樹 アサノ ヒロキ 滋賀県 22分43秒35 

 OPN  110 富田 顕旨 トミダ ケンジ 岐阜県 16分57秒06 

 DNF  320 滝林 靖司 タキバヤシ ヤスシ 大阪府 途中棄権 

 DNS   67 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 棄権 

 DNS   84 魚住 慎吾 ウオズミ シンゴ 東京都 orca swimming team 棄権 

 DNS   91 川地 信二 カワチ シンジ 岐阜県 岐阜羽島警察署 棄権 



(2) 男子 500m総合順位

 DNS  101 竹内 誠也 タケウチ セイヤ 山口県 小郡スイム 棄権 

 DNS  107 亀田 治 カメダ オサム 滋賀県 マコチン 棄権 

 DNS  111 末広 浩三 スエヒロ ヒロゾウ 三重県 メメクラゲ 棄権 

 DNS  114 黒田 一雄 クロダ カズオ 兵庫県 棄権 

 DNS  116 水嶋 徹 ミズシマ トオル 愛知県 棄権 

 DNS  117 高見 昌伸 タカミ マサノブ 岐阜県 棄権 

 DNS  126 水野 弘康 ミズノ ヒロヤス 愛知県 棄権 

 DNS  128 島袋 盛一 シマブクロ モリカズ 鹿児島県 棄権 

 DNS  136 橋本 忠 ハシモト タダシ 滋賀県 棄権 



(3) 女子 1km総合順位

   1 位 154 平井 彩絢 ヒライ サアヤ 奈良県 14分06秒85 

   2 位 166 大島 京 オオシマ ミヤコ 大阪府 14分16秒01 

   3 位 161 笹沼 美徳 ササヌマ ミノリ 京都府 14分29秒84 

   4 位 153 新谷 寧々 シンタニ ネネ 千葉県 15分15秒10 

   5 位 156 安井 穂佳 ヤスイ ホノカ 愛知県 椙山女学園高等学校 15分22秒69 

   6 位 157 沼間 美咲 ヌマ ミサキ 大阪府 関西大学INFINITY 16分13秒10 

   7 位 185 片岡 早苗 カタオカ サナエ 福岡県 16分17秒10 

   8 位 605 渡辺 ひより ワタナベ ヒヨリ 愛知県 16分29秒69 

   9 位 190 長谷川 あずさ ハセガワ アズサ 滋賀県 16分48秒97 

  10 位 158 加藤 希林 カトウ キリン 愛知県 17分05秒34 

  11 位 160 大西 果乃莉 オオニシ カノリ 岐阜県 17分08秒31 

  12 位 159 小野 晶迦 オノ ショウカ 岐阜県 17分40秒87 

  13 位 163 木村 早希 キムラ サキ 愛知県 18分43秒87 

  14 位 167 相川 栞 アイカワ シオリ 三重県 CSY 18分45秒19 

  15 位 181 山本 小由里 ヤマモト サユリ 京都府 18分52秒80 

  16 位 172 中川 慶子 ナカガワ ケイコ 京都府 S.H.D 19分43秒11 

  17 位 180 吉村 香 ヨシムラ カオリ 兵庫県 歌敷山JAPAN 20分15秒30 

  18 位 191 清水 悦子 シミズ エツコ 滋賀県 21分12秒22 

  19 位 171 甲斐 恵里 カイ エリ 奈良県 21分16秒26 

  20 位 165 岩田 唯里 イワタ ユリ 愛知県 21分25秒51 

  21 位 189 山本 治美 ヤマモト ハルミ 大阪府 ひよこ 21分30秒81 

  22 位 155 滝 ななか タキ ナナカ 愛知県 21分35秒48 

  23 位 182 松本 寿子 マツモト ヒサコ 千葉県 MATSUMOTO 21分40秒82 

  24 位 187 高瀬 浩子 タカセ ヒロコ 岐阜県 22分03秒67 

  25 位 164 鈴木 菜摘 スズキ ナツミ 愛知県 22分05秒66 

  26 位 188 小宮山 朋子 コミヤマ トモコ 京都府 22分34秒52 

  27 位 186 津野 由紀 ツノ ユキ 京都府 22分37秒76 

  28 位 151 伊藤 梓音 イトウ シオン 大阪府 枚方スイミング 22分53秒43 

  29 位 200 加島 淳子 カシマ アツコ 大阪府 23分39秒90 

  30 位 152 島田 悠花 シマダ ハルカ 大阪府 23分47秒90 

  31 位 178 大久保 友美 オオクボ トモミ 兵庫県 KTB 24分10秒92 

  32 位 197 奥田 藤枝 オクダ フジエ 愛知県 24分21秒22 

  33 位 196 射手矢 浩子 イテヤ ヒロコ 大阪府 24分39秒18 

  34 位  35 小川 純子 オガワ ジュンコ 三重県 24分50秒91 

  35 位 176 太田 はるか オオタ ハルカ 愛知県 ななみスター 25分02秒27 

  36 位 162 山脇 由佳子 ヤマワキ ユカコ 大阪府 25分14秒06 

  37 位 170 早川 智美 ハヤカワ サトミ 愛知県 25分15秒78 

  38 位 174 小林 好 コバヤシ ヨシミ 大阪府 25分32秒50 

  39 位 195 服部 松美 ハットリ マツミ 愛知県 桜水会 25分46秒43 

  40 位 198 小川 薫 オガワ カオル 滋賀県 27分23秒62 

  41 位 184 江崎 由佳里 エサキ ユカリ 東京都 32分21秒36 

  42 位 175 竹本 智子 タケモト トモコ 滋賀県 32分30秒84 

  43 位 179 笠谷 仁美 カサタニ ヒトミ 奈良県 王寺R.C 33分34秒05 



(3) 女子 1km総合順位

  44 位 199 宮本 好子 ミヤモト ヨシコ 京都府 34分29秒82 

  45 位 192 大森 真美 オオモリ マミ 愛知県 36分22秒58 

  46 位 193 武本 綾子 タケモト アヤコ 滋賀県 36分51秒05 

 DNS  168 水谷 美希 ミズタニ ミキ 愛知県 棄権 

 DNS  169 岡田 愛弓 オカダ アユミ 京都府 GOTU 棄権 



(4) 男子 1km総合順位

   1 位 218 小山 将平 コヤマ ショウヘイ 愛知県 13分46秒35 

   2 位 270 篠崎 勉 シノザキ ツトム 愛知県 13分56秒41 

   3 位 264 頭川 明卓 ズカワ ハルタカ 富山県 14分04秒15 

   4 位 296 仙田 隆宏 センダ タカヒロ 鳥取県 Jellyfish 14分12秒78 

   5 位 226 矢野 真弘 ヤノ マサヒロ 岐阜県 14分31秒71 

   6 位 216 梅澤 涼太 ウメザワ リョウタ 兵庫県 14分37秒52 

   7 位 215 梅澤 佑輝 ウメザワ ユウキ 兵庫県 14分40秒33 

   8 位 271 満田 健太 ミツダ ケンタ 大阪府 Grand Bleu 14分42秒21 

   9 位 243 白鳥 克哉 シラトリ カツヤ 東京都 theanoholic! 15分00秒71 

  10 位 204 所 隆之介 トコロ リュウノスケ 滋賀県 15分08秒39 

  11 位 209 浅井 七音 アサイ ナオト 大阪府 15分41秒15 

  12 位 213 山田 涼太 ヤマダ リョウタ 愛知県 はっはーーＷＷＷ 15分46秒23 

  13 位 283 仁田原 隆志 ニタハラ タカシ 大阪府 コナミ心斎橋 15分48秒77 

  14 位 258 棚橋 徹洋 タナハシ テツヒロ 岐阜県 15分51秒48 

  15 位 207 大濱 一樹 オオハマ カズキ 愛知県 15分55秒31 

  16 位 224 林 大樹 ハヤシ ヒロキ 兵庫県 16分01秒47 

  17 位 350 室 康彦 ムロ ヤスヒコ 大阪府 コナミ茨木 16分03秒40 

  18 位 486 杉山 智浩 スギヤマ トモヒロ 愛知県 中村８８ 16分12秒07 

  19 位 205 中川 和樹 ナカガワ カズキ 京都府 S.H.D 16分13秒95 

  20 位 210 上島 拓輝 ウエシマ ヒロキ 滋賀県 16分38秒42 

  21 位 211 米田 光希 ヨネダ コウキ 滋賀県 16分40秒02 

  22 位 338 山下 浩雅 ヤマシタ ヒロマサ 石川県 石川県水泳協会 16分40秒72 

  23 位 333 宇野 嘉隆 ウノ ヨシタカ 滋賀県 16分46秒01 

  24 位 229 高橋 雅也 タカハシ マサヤ 岐阜県 16分52秒81 

  25 位 323 黒田 公夫 クロダ キミオ 京都府 16分57秒55 

  26 位 267 梅田 圭一 ウメダ ケイイチ 滋賀県 16分57秒99 

  27 位 206 野崎 晃大 ノザキ コウダイ 滋賀県 DO BEST あどがわ 17分11秒23 

  28 位 203 山田 泰燿 ヤマダ タイヨウ 愛知県 17分29秒26 

  29 位 329 堀井 邦隆 ホリイ クニタカ 愛知県 17分38秒60 

  30 位 236 井上 雄太 イノウエ ユウタ 大阪府 17分41秒72 

  31 位 316 中川 幸洋 ナカガワ ユキヒロ 和歌山県 和歌山医大整形外科 17分56秒31 

  32 位 232 渡邉 恭祥 ワタナベ ユキヨシ 大阪府 17分57秒45 

  33 位 237 城阪 佳佑 シロサカ ケイスケ 大阪府 GOTU 18分00秒71 

  34 位 285 伊藤 嘉規 イトウ ヨシノリ 愛知県 中村８８ 18分07秒11 

  35 位 222 中井 純平 ナカイ ジュンペイ 奈良県 王寺Ｒ.Ｃ 18分09秒10 

  36 位 269 粕谷 康太郎 カスヤ コウタロウ 岐阜県 18分10秒14 

  37 位 259 大中 人也 オオナカ ヒトヤ 東京都 KNS 18分14秒92 

  38 位 212 山口 世奈 ヤマグチ セナ 滋賀県 はっはーーＷＷＷ 18分25秒55 

  39 位 201 立岡 想羽介 タツオカ ソウスケ 滋賀県 18分28秒54 

  40 位 335 大浦 伸一 オオウラ シンイチ 大阪府 18分47秒16 

  41 位 278 中津川 晴久 ナカツガワ ハルヒサ 兵庫県 無し 18分49秒78 

  42 位 273 田中 康嗣 タナカ ヤスシ 三重県 タイヤガーデン伊勢 18分50秒91 

  43 位 314 野藤 哲生 ノトウ テツオ 愛知県 19分00秒30 



(4) 男子 1km総合順位

  44 位 230 香林 正樹 コウバヤシ マサキ 大阪府 19分09秒45 

  45 位 341 宮武 基 ミヤタケ モトイ 大阪府 トライアスロンチーム またさか 19分16秒89 

  46 位 221 藤井 公大 フジイ コウダイ 滋賀県 なし 19分27秒26 

  47 位 303 鎌田 直樹 カマタ ナオキ 愛知県 19分37秒12 

  48 位 263 北沢 一毅 キタザワ カズキ 大阪府 19分49秒01 

  49 位 257 佐々木 健行 ササキ タケユキ 大阪府 CORHEZ 20分02秒37 

  50 位 202 中川 航輔 ナカガワ コウスケ 京都府 S.H.D 20分08秒08 

  51 位 261 山口 亮 ヤマグチ アキラ 大阪府 座裏SC 20分13秒71 

  52 位 313 奥田 和幸 オクダ カズユキ 愛知県 チームけんすいナゴヤ 20分18秒03 

  53 位 231 赤塚 幸平 アカツカ コウヘイ 愛知県 20分23秒12 

  54 位 284 一ノ瀬 雄太 イチノセ ユウタ 兵庫県 20分25秒19 

  55 位 324 髙橋 潤 タカハシ ジュン 滋賀県 20分38秒66 

  56 位 344 平岡 司郎 ヒラオカ シロウ 岐阜県 20分48秒06 

  57 位 260 東谷 康平 ヒガシタニ コウヘイ 兵庫県 20分49秒43 

  58 位 227 堀江 辰輝 ホリエ タツキ 愛知県 20分51秒36 

  59 位 343 吉野 薫 ヨシノ カオル 兵庫県 KONAMI三ノ宮 20分53秒98 

  60 位 234 小山 卓海 コヤマ タクミ 大阪府 座裏SC 20分55秒51 

  61 位 214 風口 侃太 カゼグチ カンタ 埼玉県 20分57秒40 

  62 位 330 渡辺 潤 ワタナベ ジュン 岐阜県 20分59秒79 

  63 位 255 中村 征人 ナカムラ ユキト 愛知県 21分02秒41 

  64 位 268 荒木 一哲 アラキ カズノリ 京都府 21分05秒25 

  65 位 317 宮田 雅章 ミヤタ マサアキ 岐阜県 21分09秒10 

  66 位 480 滝 あきお タキ アキオ 愛知県 21分23秒94 

  67 位 279 片桐 宏陽 カタギリ ヒロアキ 岐阜県 21分29秒96 

  68 位 239 瀬波 和弥 セナミ カズヤ 大阪府 肩あがらなーぜ 21分32秒08 

  69 位 300 向井 孝明 ムカイ タカアキ 愛知県 21分33秒79 

  70 位 282 照屋 人史 テルヤ ヒトシ 大阪府 21分38秒85 

  71 位 280 服部 喜久夫 ハットリ キクオ 岐阜県 21分41秒45 

  72 位 346 上松 裕典 ウエマツ ヒロノリ 岐阜県 GCSTダッシュ 21分46秒98 

  73 位 353 中島 安興 ナカシマ ヤスオキ 富山県 beard-grandpa 22分00秒46 

  74 位 247 加藤 宗大 カトウ ムネヒロ 三重県 家族愛 22分01秒17 

  75 位 254 細田 章洋 ホソダ アキヒロ 愛知県 家族愛 22分08秒32 

  76 位 311 江幡 則行 エバタ ノリユキ 岐阜県 22分09秒76 

  77 位 295 山嵜 英二郎 ヤマザキ エイジロウ 愛知県 チームけんすいナゴヤ 22分11秒96 

  78 位 355 金谷 州明 カナヤ クニハル 滋賀県 22分15秒71 

  79 位 208 島田 悠佑 シマダ ユウスケ 大阪府 22分16秒76 

  80 位 322 吉村 博則 ヨシムラ ヒロノリ 大阪府 22分43秒74 

  81 位 274 玉木 信之 タマキ ノブユキ 大阪府 22分45秒94 

  82 位 217 名取 健 ナトリ タケシ 愛知県 22分46秒87 

  83 位 352 今福 英一 イマフク エイイチ 大阪府 22分55秒10 

  84 位 299 高橋 清巳 タカハシ キヨミ 愛知県 22分58秒27 

  85 位 252 浜田 聡司 ハマダ サトシ 大阪府 23分17秒37 

  86 位 248 亀山 幸宏 カメヤマ ユキヒロ 岐阜県 23分21秒84 



(4) 男子 1km総合順位

  87 位 318 江海 恒 エカイ ヒサシ 岐阜県 セントラル辻組 23分33秒90 

  88 位 228 松井 健一郎 マツイ ケンイチロウ 岐阜県 23分34秒14 

  89 位 256 新妻 光一 ニイヅマ コウイチ 大阪府 神戸水球倶楽部 23分37秒10 

  90 位 220 土井 大樹 ドイ ダイキ 兵庫県 23分38秒27 

  91 位 265 坂本 和弘 サカモト カズヒロ 兵庫県 きんつば 23分50秒50 

  92 位 302 村田 眞 ムラタ マコト 滋賀県 23分52秒87 

  93 位 312 佐藤 久仁夫 サトウ クニオ 滋賀県 23分53秒23 

  94 位 305 中川 浩一 ナカガワ コウイチ 京都府 S.H.D 23分56秒38 

  95 位 354 武田 忠美 タケダ タダヨシ 大阪府 24分09秒43 

  96 位 233 清家 直記 セイケ ナオキ 兵庫県 24分11秒17 

  97 位 244 古川 達弥 フルカワ タツヤ 滋賀県 なし 24分18秒88 

  98 位 434 西島 伸 ニシジマ シン 大阪府 24分26秒52 

  99 位 349 松井 隆弘 マツイ タカヒロ 大阪府 ひよこ 24分30秒92 

 100 位 281 太田 照久 オオタ テルヒサ 愛知県 ななみスター 24分40秒55 

 101 位 277 鳥越 雅文 トリゴエ マサフミ 東京都 24分50秒54 

 102 位 223 檜垣 凌 ヒガキ リョウ 神奈川県 24分52秒53 

 103 位 241 大辻 哲平 オオツジ テッペイ 愛知県 24分56秒61 

 104 位 342 服部 達郎 ハットリ タツロウ 愛知県 桜水会 25分00秒05 

 105 位 332 小杉 昌史 コスギ マサフミ 滋賀県 25分05秒36 

 106 位 347 栗林 稔 クリバヤシ ミノル 滋賀県 フイットウイル彦根 25分06秒04 

 107 位 336 木村 昌弘 キムラ マサヒロ 滋賀県 なし 25分22秒42 

 108 位 292 草川 稔 クサガワ ミノル 三重県 アルバトロス 25分26秒50 

 109 位 340 村岡 哲也 ムラオカ テツヤ 京都府 25分28秒06 

 110 位 811 頼政 正美 ヨリマサ マサミ 石川県 25分30秒34 

 111 位 348 武本 豊 タケモト ユタカ 滋賀県 25分36秒28 

 112 位 219 岸 紀行 キシ ノリユキ 兵庫県 25分38秒27 

 113 位 275 竹宮 哲士 タケミヤ テツシ 愛知県 あすたま 25分42秒47 

 114 位 290 久保 哲哉 クボ テツヤ 滋賀県 25分45秒28 

 115 位 291 上野 泰司 ウエノ ヤスシ 愛知県 25分49秒18 

 116 位 319 髙橋 治良 タカハシ ハルヨシ 滋賀県 26分19秒49 

 117 位 328 行定 弘式 ユキサダ ヒロノリ 大阪府 26分28秒97 

 118 位 356 度会 幸久 ワタライ ユキヒサ 愛知県 個人参加 26分42秒12 

 119 位 306 松本 信次郎 マツモト シンジロウ 愛知県 26分46秒08 

 120 位 297 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 26分56秒73 

 121 位 331 鬼塚 誠一 オニヅカ セイイチ 大阪府 チームエルモす 27分08秒46 

 122 位 272 大石 裕一 オオイシ ユウイチ 大阪府 27分09秒75 

 123 位 245 阪本 彰 サカモト アキラ 京都府 27分19秒02 

 124 位 253 村瀬 邦成 ムラセ クニナリ 岐阜県 27分51秒78 

 125 位 286 久郷 誠 クゴウ マコト 滋賀県 マコチン 27分56秒14 

 126 位 494 加地 マキト カジ マキト 滋賀県 28分33秒57 

 127 位 240 玉山 健太郎 タマヤマ ケンタロウ 滋賀県 むらせ水泳部 28分36秒53 

 128 位 345 名和手 哲 ナワテ テツ 大阪府 チームエルモす 28分50秒50 

 129 位 469 上地 泰司 カミヂ タイジ 大阪府 29分35秒81 



(4) 男子 1km総合順位

 130 位 327 若園 明裕 ワカゾノ アキヒロ 岐阜県 footwork 30分17秒26 

 131 位 249 吉田 健一郎 ヨシダ ケンイチロウ 愛知県 30分27秒85 

 132 位 304 川添 浩 カワゾエ ヒロシ 大阪府 なし 32分43秒06 

 133 位 251 霜浦 啓明 シモウラ ヒロアキ 滋賀県 32分49秒06 

 134 位 242 嶋村 紀寿 シマムラ ノリヒサ 滋賀県 チームマイナス２０ｋｇ 33分16秒01 

 135 位 309 小林 誠 コバヤシ マコト 岐阜県 33分28秒03 

 136 位 310 坂田 一善 サカタ カズヨシ 京都府 35分05秒47 

 137 位 315 籠原 直亮 カゴハラ ナオアキ 岐阜県 遊季 37分01秒24 

 138 位 325 古川 勝彦 フルカワ カツヒコ 滋賀県 39分05秒18 

 139 位 225 小田 健人 オダ ケント 兵庫県 42分02秒28 

 OPN  238 木矢村 豊 キヤムラ ユタカ 兵庫県 27分34秒75 

 DNF  235 佐藤 順平 サトウ ジュンペイ 愛知県 途中棄権 

 DNF  246 桑山 仁 クワヤマ ヒトシ 京都府 途中棄権 

 DNF  287 山田 慶一 ヤマダ ケイイチ 滋賀県 途中棄権 

 DNF  307 野田 知治 ノダ トモハル 兵庫県 途中棄権 

 DNF  326 安藤 隆 アンドウ タカシ 岐阜県 途中棄権 

 DNF  337 髙木 源治 大阪府 ひよこ 途中棄権 

 DNF  351 池田 卓治 イケダ タクジ 広島県 福山YMCA 途中棄権 

 DNS  250 池本 悟 イケモト サトル 滋賀県 棄権 

 DNS  262 森 信司 モリ シンジ 岐阜県 棄権 

 DNS  266 森下 陽 モリシタ ヨウ 福井県 Yochan’s14 棄権 

 DNS  276 佐藤 淳嗣 サトウ アツシ 茨城県 棄権 

 DNS  288 所 伸介 トコロ シンスケ 滋賀県 棄権 

 DNS  293 藤田 武史 フジタ タケシ 滋賀県 棄権 

 DNS  294 小菅 真吾 コスゲ シンゴ 京都府 棄権 

 DNS  301 末広 浩三 スエヒロ ヒロゾウ 三重県 メメクラゲ 棄権 

 DNS  308 武藤 孝 ムトウ タカシ 岐阜県 肩幅ガッツリレー隊 棄権 

 DNS  321 宮野 太郎 ミヤノ タロウ 富山県 棄権 

 DNS  334 上正原 勝 カミショウハラ マサル 群馬県 棄権 

 DNS  339 冨田 進 トミタ ススム 兵庫県 所属チームなし 棄権 



(5) 女子 3.34km総合順位

   1 位 403 三牧 秋子 ミマキ アキコ 山口県 周南SC 48分00秒05 

   2 位 405 川内 春佳 カワウチ ハルカ 大阪府 52分26秒10 

   3 位 402 市川 実夏 イチカワ ミナツ 愛知県 ビッグ・エス加木屋 55分00秒86 

   4 位 404 伊東 千明 イトウ チアキ 大阪府 関西大学 56分17秒96 

   5 位 413 河田 愛 カワタ アイ 滋賀県 1時間01分19秒09 

   6 位 411 清水 知恵子 シミズ チエコ 愛知県 1時間01分49秒26 

   7 位 414 石上 英美 イシガミ エミ 大阪府 1時間04分58秒06 

   8 位 412 本山 靖子 モトヤマ ヤスコ 兵庫県 1時間05分09秒38 

   9 位 407 嶋田 沙矢香 シマダ サヤカ 大阪府 1時間05分18秒91 

  10 位 422 中山 いずみ ナカヤマ イズミ 岐阜県 1時間05分21秒63 

  11 位 408 松村 千花 マツムラ チカ 東京都 1時間05分23秒62 

  12 位 401 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 1時間07分04秒93 

  13 位 409 松井 佳菜絵 マツイ カナエ 東京都 1時間07分39秒65 

  14 位 410 藤井 郁 フジイ カオル 京都府 1時間08分37秒70 

  15 位 427 村田 典子 ムラタ ノリコ 京都府 1時間11分39秒95 

  16 位 420 古田 志乃雅 フルタ シノカ 三重県 肩幅ガッツリレー隊 1時間11分50秒31 

  17 位 415 横井 仁香 ヨコイ ヒトカ 愛知県 1時間13分57秒29 

  18 位 421 森田 直美 モリタ ナオミ 埼玉県 1時間14分02秒85 

  19 位 425 生島 祥江 イクシマ ヨシエ 大阪府 ｴﾙﾄﾞﾗﾄﾞ 1時間18分44秒07 

  20 位 406 伴野 雪音 バンノ ユキネ 兵庫県 1時間26分56秒57 

  21 位 426 田中 昌子 タナカ マサコ 滋賀県 チーム上機嫌 1時間28分48秒94 

  22 位 428 具志 きよ子 グシ キヨコ 大阪府 チームエルモす 1時間29分00秒14 

  23 位 416 桑本 彰子 クワモト アキコ 大阪府 1時間29分47秒33 

  24 位 419 原田 友美 ハラダ トモミ 滋賀県 1時間56分16秒75 

  25 位 418 嶺山 万紀子 ミネヤマ マキコ 滋賀県 リップル 1時間56分21秒22 

  26 位 424 日野 純 ヒノ ジュン 兵庫県 2時間00分46秒18 

 OPN  417 竹松 千華 タケマツ チカ 愛知県 TRI FUNS! NAGOYA 1時間29分25秒18 

 OPN  194 男全 由美 オマタ ユミ 滋賀県 1時間44分53秒33 

 DNS  423 一柳 裕子 イチヤナギ ユウコ 愛知県 TRI FUNS! NAGOYA 棄権 



(6) 男子 3.34km総合順位

   1 位 467 永井 宗太 ナガイ ソウタ 兵庫県 48分32秒17 

   2 位 431 加治屋 駿 カジヤ シュン 大阪府 50分08秒55 

   3 位 476 篠崎 勉 シノザキ ツトム 愛知県 50分47秒52 

   4 位 438 稲田 晃一 イナダ コウイチ 大阪府 50分50秒56 

   5 位 453 星野 圭吾 ホシノ ケイゴ 愛知県 50分57秒21 

   6 位 430 武内 来樹 タケウチ ライジュ 滋賀県 51分59秒02 

   7 位 450 ﾌｪﾗｰﾘ ｼﾓﾝ フェラーリ シモン 大阪府 52分11秒93 

   8 位 452 森田 卓磨 モリタ タクマ 愛知県 52分15秒04 

   9 位 474 宰井 良輔 サイ リョウスケ 兵庫県 52分18秒02 

  10 位 432 小宮山 智也 コミヤマ トモヤ 京都府 52分29秒87 

  11 位 433 阿比留 亮介 アビル リョウスケ 大阪府 関西大学INFINITY 53分04秒65 

  12 位 472 小門 民輝 コカド タミキ 大阪府 チーム ぱち 53分10秒75 

  13 位 437 谷脇 翼 タニワキ ツバサ 大阪府 関西大学 トライアスロン部 53分20秒59 

  14 位 455 松井 裕樹 マツイ ユウキ 奈良県 やまとアンカーズ 53分23秒72 

  15 位 490 中村 実千男 ナカムラ ミチオ 奈良県 ほわいとぴっぐ 55分54秒46 

  16 位 475 森口 和也 モリグチ カズヤ 兵庫県 57分11秒94 

  17 位 449 熊野 景太 クマノ ケイタ 岡山県 57分42秒49 

  18 位 441 山下 幹人 ヤマシタ ミキト 愛知県 59分20秒08 

  19 位 429 北川 大貴 キタガワ ヒロキ 滋賀県 59分28秒88 

  20 位 459 堤 宏太 ツツミ コウタ 福岡県 1時間00分14秒28 

  21 位 458 横田 優 ヨコタ ユウ 愛知県 犬山水泳協会 1時間00分16秒14 

  22 位 464 中振 雅俊 ナカフリ マサトシ 兵庫県 1時間00分18秒62 

  23 位 439 加藤 祐也 カトウ ヒロヤ 兵庫県 1時間00分20秒19 

  24 位 436 佐藤 壮一朗 サトウ ソウイチロウ 大阪府 関西大学 1時間00分21秒34 

  25 位 435 坪倉 浩一 ツボクラ コウイチ 大阪府 関西大学トライアスロン 1時間00分26秒29 

  26 位 501 寺尾 慎太郎 テラオ シンタロウ 滋賀県 1時間00分32秒39 

  27 位 465 有馬 大紀 アリマ ヒロノリ 大阪府 1時間00分44秒04 

  28 位 442 吉住 俊一 ヨシズミ シュンイチ 東京都 1時間01分16秒27 

  29 位 451 長谷川 洋 ハセガワ ヨウ 三重県 1時間03分12秒93 

  30 位 489 中村 真悟 ナカムラ シンゴ 京都府 ほわいとぴっぐ 1時間03分18秒68 

  31 位 444 中西 竜一朗 ナカニシ リュウイチロウ 和歌山県 1時間04分23秒46 

  32 位 499 小宮山 智之 コミヤマ サトシ 京都府 1時間05分14秒77 

  33 位 515 津田 眞人 ツダ マコト 大阪府 TEAM Air 1時間05分19秒76 

  34 位 466 兼子 誉生 カネコ ヨシキ 愛知県 1時間05分25秒04 

  35 位 526 武藤 淳司 ムトウ ジュンジ 岐阜県 多治見健友泳会 1時間05分30秒27 

  36 位 680 城阪 佳佑 シロサカ ケイスケ 大阪府 GOTU 1時間05分37秒03 

  37 位 481 松本 勝司 マツモト カツシ 千葉県 matumoto 1時間05分57秒43 

  38 位 502 中川 幸洋 ナカガワ ユキヒロ 和歌山県 和歌山医大整形外科 1時間06分23秒99 

  39 位 520 井戸 正幸 イド マサユキ 大阪府 1時間06分29秒62 

  40 位 445 辻 祐史 ツジ ユウジ 京都府 おととピア 1時間06分46秒57 

  41 位 507 福田 正人 フクダ マサト 兵庫県 チームこころ 1時間07分11秒76 

  42 位 479 山内 智之 ヤマウチ トモユキ 滋賀県 1時間07分41秒91 

  43 位 510 森 英雄 モリ ヒデオ 京都府 1時間10分01秒98 



(6) 男子 3.34km総合順位

  44 位 498 西 耕一郎 ニシ コウイチロウ 千葉県 1時間10分07秒42 

  45 位 477 関口 要 セキグチ カナメ 大阪府 大谷明の男祭り 1時間10分11秒42 

  46 位 491 西村 謙司 ニシムラ ケンジ 大阪府 1時間10分25秒39 

  47 位 493 村越 寛之 ムラコシ ヒロユキ 滋賀県 Big Lake 1時間10分49秒09 

  48 位 471 槙 大輔 マキ ダイスケ 京都府 1時間11分31秒79 

  49 位 488 古川 崇 フルカワ タカシ 愛知県 ＡＰ北陸線ＳＬ北びわこ号愛好会 1時間11分44秒66 

  50 位 448 豊田 将大 トヨダ マサヒロ 京都府 1時間12分10秒73 

  51 位 468 新濱 久明 シンハマ ヒサアキ 大阪府 1時間12分21秒01 

  52 位 289 荒本 馨嗣 アラモト ケイジ 京都府 1時間14分04秒41 

  53 位 485 浅井 浩 アサイ ヒロシ 富山県 1時間14分08秒00 

  54 位 514 渡辺 潤 ワタナベ ジュン 岐阜県 1時間16分08秒51 

  55 位 519 ハマダ 好昭 ハマダ ヨシアキ 大阪府 1時間16分24秒45 

  56 位 516 酒井 隆志 サカイ タカシ 滋賀県 1時間17分09秒18 

  57 位 487 各務 正敏 カカム マサトシ 岐阜県 tomishin＆+F. 1時間18分33秒21 

  58 位 527 高田 幸男 タカダ ユキオ 大阪府 吹田トライアスロン教室 1時間19分18秒33 

  59 位 478 山本 圭助 ヤマモト ケイスケ 福井県 コパンベル 1時間21分30秒01 

  60 位 495 山田 康雄 ヤマダ ヤスオ 愛知県 1時間22分09秒71 

  61 位 440 原山 拓巳 ハラヤマ タクミ 岐阜県 1時間22分34秒63 

  62 位 461 鎌田 諭紀 カマダ サトキ 滋賀県 1時間22分58秒44 

  63 位 463 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21秒85 

  64 位 462 岡村 智昭 オカムラ トモアキ 大阪府 1時間24分22秒01 

  65 位 482 福嶋 竜也 フクシマ タツヤ 愛知県 1時間24分40秒90 

  66 位 521 矢田 貞信 ヤタ゛ サタ゛ノフ゛ 三重県 昭和四日市石油 1時間25分37秒12 

  67 位 525 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26分01秒39 

  68 位 454 松井 裕紀夫 マツイ ユキオ 大阪府 肩あがらなーぜ 1時間26分40秒52 

  69 位 504 戸田 尚義 トダ ナオヨシ 静岡県 1時間27分08秒96 

  70 位 484 河合 博史 カワイ ヒロシ 愛知県 1時間29分32秒61 

  71 位 518 早野 恭次 ハヤノ キョウジ 滋賀県 BIC 1時間30分16秒82 

  72 位 512 鈴木 哲隆 スズキ アキタカ 長野県 小川小学校 1時間31分03秒28 

  73 位 506 福井 勲 フクイ イサオ 滋賀県 1時間31分40秒93 

  74 位 473 伊藤 玲 イトウ レイ 大阪府 1時間31分58秒68 

  75 位 522 山田 浩之 ヤマダ ヒロユキ 大阪府 1時間34分31秒52 

  76 位 470 小林 幸司 コバヤシ コウジ 福井県 1時間36分19秒59 

  77 位 513 中村 勇治 ナカムラ ユウジ 滋賀県 Biglake 1時間36分26秒91 

  78 位 528 杉原 拓士 スギハラ タクジ 滋賀県 1時間40分15秒74 

  79 位 500 今井 謙二 イマイ ケンジ 大阪府 1時間41分22秒87 

  80 位 511 多和田 貞吉 タワダ サダヨシ 滋賀県 1時間47分59秒10 

  81 位 524 中川 欣三 ナカガワ キンゾウ 兵庫県 1時間49分59秒74 

  82 位 497 竹内 裕雄 タケウチ ヤスオ 石川県 竹千代 1時間54分20秒95 

  83 位 492 佐竹 浩 サタケ ヒロシ 岐阜県 1時間58分37秒16 

  84 位 496 山口 茂 ヤマグチ シゲル 愛知県 RIPPLE 2時間05分20秒21 

 OPN  460 岡田 和幸 オカダ カズユキ 京都府 GOTU 1時間16分33秒93 

 OPN  508 安江 貞人 ヤスエ サダト 岐阜県 1時間24分18秒21 



(6) 男子 3.34km総合順位

 OPN  505 水嶋 徹 ミズシマ トオル 愛知県 1時間25分32秒41 

 OPN  820 中原 弘郎 ナカハラ ヒロオ 大阪府 チームブレイブ 1時間30分26秒71 

 OPN  523 岩室 哲司 イワムロ テツジ 大阪府 1時間32分13秒40 

 DNF  446 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 途中棄権 

 DNS  443 砂山 洸 スナヤマ コウ 石川県 棄権 

 DNS  447 檜垣 勇佑 ヒガキ ユウスケ 大阪府 枚方元気になろうの会 棄権 

 DNS  456 山田 聡 ヤマダ サトシ 滋賀県 なし 棄権 

 DNS  457 吉田 侑太郎 ヨシダ ユウタロウ 東京都 棄権 

 DNS  483 眞坂 信彦 マサカ ノブヒコ 愛知県 棄権 

 DNS  503 西田 英樹 ニシダ ヒデキ 滋賀県 棄権 

 DNS  509 毛利 一郎 モウリ イチロウ 大阪府 棄権 

 DNS  517 中島 資太 ナカシマ ヨシフト 愛知県 Venga!Venga! 棄権 



(7) 女子 5km総合順位

   1 位 609 松下 彩花 マツシタ アヤカ 神奈川県 田園SS 1時間03分57秒54 

   2 位 604 池田 沙羅 イケダ サラ 三重県 尾鷲高校 1時間10分01秒65 

   3 位 617 東 紗矢香 アズマ  サヤカ 大阪府 ぱいんず 1時間11分33秒47 

   4 位 601 中川 綾乃 ナカガワ アヤノ 石川県 金沢錦丘高校 1時間11分38秒17 

   5 位 602 桐生 智奈子 キリウ チナコ 三重県 四日市スイミングクラブ 1時間14分16秒06 

   6 位 608 櫛田 夏織 クシダ カオリ 大阪府 阪大泳友会 1時間21分53秒42 

   7 位 619 岩田 文 イワタ アヤ 埼玉県 コナミ武蔵浦和 1時間23分58秒06 

   8 位 607 富永 玖美子 トミナガ クミコ 愛知県 阪大泳友会 1時間24分22秒22 

   9 位 625 中村 香季 ナカムラ カズエ 千葉県 1時間26分42秒81 

  10 位 616 黒子 亜美 クロコ アミ 東京都 AGswimmers 1時間27分44秒93 

  11 位 612 矢嶋 わか菜 ヤジマ ワカナ 埼玉県 1時間29分46秒80 

  12 位 611 佐伯 祐美 サエキ ユミ 富山県 1時間33分54秒36 

  13 位 628 片岡 早苗 カタオカ サナエ 福岡県 1時間34分05秒97 

  14 位 610 長田 昌子 オサダ マサコ 東京都 1時間37分59秒68 

  15 位 614 山本 智子 ヤマモト トモコ 大阪府 1時間38分03秒44 

  16 位 630 山本 奈津子 ヤマモト ナツコ 静岡県 1時間38分51秒14 

  17 位 624 室井 優子 ムロイ ユウコ 大阪府 2bFISH 1時間42分30秒67 

  18 位 622 後藤 亜希子 ゴトウ アキコ 岐阜県 1時間43分01秒65 

  19 位 613 Wilder Nicole ワイルダー ニコール 兵庫県 1時間47分03秒72 

  20 位 621 越智 博美 オチ ヒロミ 東京都 1時間47分13秒87 

  21 位 620 平井 里佳 ヒライ リカ 大阪府 1時間53分19秒28 

  22 位 173 池井 晴美 イケイ ハルミ 大阪府 NSIトライアスロンスクール 1時間53分45秒75 

  23 位 603 松岡 希実 マツオカ ノゾミ 愛知県 1時間53分46秒88 

  24 位 635 黒川 てるみ クロカワ テルミ 熊本県 なし 1時間54分26秒08 

  25 位 627 福島 春子 フクシマ ハルコ 兵庫県 海人クラブ 1時間54分57秒72 

  26 位 626 阿井 妃呂美 アイ ヒロミ 静岡県 シーダーズ 1時間55分04秒51 

  27 位 615 伊庭 友香 イバ ユウカ 滋賀県 肩あがらなーぜ 1時間56分05秒78 

  28 位 623 比嘉 りつ子 ヒガ リツコ 愛知県 リップル 1時間59分15秒06 

  29 位 632 五十嵐 明美 イガラシ アケミ 愛知県 シーモンキー 2時間01分06秒46 

  30 位 618 増田 蓉子 マスダ ヨウコ 神奈川県 2時間06分46秒51 

  31 位 629 山根 由美 ヤマネ ユミ 鳥取県 jellyfish 2時間07分58秒25 

  32 位 634 成瀬 弘美 ナルセ ヒロミ 愛知県 BIG東海 2時間09分29秒50 

  33 位 633 渡邉 智香 ワタナベ トモカ 兵庫県 2時間22分52秒61 

 OPN  631 瀧田 綾子 タキダ アヤコ 石川県 プリンスロード 2時間01分54秒32 

 DNS  606 高居 優奈 タカイ ユウナ 大阪府 棄権 



(8) 男子 5km総合順位

   1 位 641 神鳥 傑 カミトリ スグル 三重県 桑名工業高等学校 1時間04分37秒46 

   2 位 643 上村 拓也 カミムラ タクヤ 滋賀県 ウェルビ水口 1時間04分48秒41 

   3 位 685 寺田 尚紘 テラダ ナオヒロ 岐阜県 AimForTheTop 1時間05分15秒18 

   4 位 642 酒井 優輔 サカイ ユウスケ 富山県 富山SC東富山 1時間05分22秒13 

   5 位 692 東 徹弥 アズマ テツヤ 大阪府 ぱいんず 1時間07分04秒66 

   6 位 640 山本 恵太 ヤマモト ケイタ 三重県 津田学園高等学校 1時間09分12秒69 

   7 位 638 松本 勝己 マツモト カツキ 千葉県 CAC勝田台 1時間09分42秒05 

   8 位 712 小坂 寛之 コサカ ヒロユキ 石川県 1時間09分52秒65 

   9 位 653 大屋 柾道 オオヤ マサミチ 愛知県 ＵＮＩＯＮＤＩＮＥ 1時間10分15秒24 

  10 位 688 木村 奉多賀 キムラ トモタカ 岐阜県 1時間10分22秒85 

  11 位 645 鈴木 聡太 スズキ ソウタ 京都府 大阪国際大学 1時間11分05秒80 

  12 位 715 武田 隆秀 タケダ タカヒデ 京都府 ほわいとぴっぐ 1時間11分14秒47 

  13 位 644 阿瀬川 和茉 アセガワ カズマ 島根県 アクアみすみ 1時間11分17秒71 

  14 位 717 伊東 貴司 イトウ タカシ 兵庫県 神戸市役所水泳部 1時間11分26秒65 

  15 位 746 寺村 仁志 テラムラ ヒトシ 京都府 MCZ 1時間13分50秒29 

  16 位 760 西應 和伸 ニシオウ カズノブ 香川県 さくら塾 1時間15分24秒77 

  17 位 695 寺田 貴洋 テラダ タカヒロ 愛知県 ＵＮＩＯＮＤＩＮＥ 1時間16分13秒03 

  18 位 646 三木 佑真 ミキ ユウマ 大阪府 大阪国際大学 1時間16分18秒92 

  19 位 743 仙田 隆宏 センダ タカヒロ 鳥取県 Jellyfish 1時間16分24秒57 

  20 位 742 斎藤 史郎 サイトウ シロウ 京都府 ほわいとぴっぐ 1時間16分26秒70 

  21 位 681 高部 賢一 タカベ ケンイチ 和歌山県 MASH 1時間16分46秒94 

  22 位 636 三谷 駿人 ミタニ ハヤト 福井県 1時間16分55秒49 

  23 位 668 川久保 直希 カワクボ ナオキ 奈良県 王寺ランナーズ 1時間17分10秒46 

  24 位 648 福井 皓介 フクイ コウスケ 大阪府 1時間19分38秒01 

  25 位 639 三谷 悠人 ミタニ ユウト 福井県 1時間19分53秒09 

  26 位 684 山野 穣 ヤマノ ミノル 兵庫県 うみものがたり 1時間20分43秒34 

  27 位 660 内海 晃輔 ウツミ コウスケ 滋賀県 1時間21分16秒48 

  28 位 730 増田 晶人 マスダ アキト 大阪府 1時間21分19秒95 

  29 位 711 富安 健治 トミヤス ケンジ 愛知県 とりあえず 1時間21分38秒46 

  30 位 662 海野 文希 ウミノ フミキ 愛知県 1時間21分46秒16 

  31 位 709 新澤 政吉 シンザワ マサヨシ 京都府 MCZ 1時間21分56秒21 

  32 位 710 田熊 邦郎 タグマ クニオ 京都府 1時間23分25秒11 

  33 位 780 木村 学 キムラ マナブ 石川県 エイム 1時間23分50秒29 

  34 位 691 細野 俊司 ホソノ シュンジ 滋賀県 1時間24分09秒59 

  35 位 723 苅尾 敦 カリオ アツシ 神奈川県 1時間25分04秒83 

  36 位 790 藤ノ井 俊樹 フジノイ トシキ 大阪府 ミスプライス投資塾 1時間25分05秒31 

  37 位 659 浅田 紀寛 アサダ ノリヒロ 東京都 東水会 1時間26分02秒66 

  38 位 706 Kaandorp Dennisカンドープ デニス 岐阜県 1時間26分04秒48 

  39 位 737 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26分05秒97 

  40 位 732 西前 出 サイゼン イズル 京都府 MCZ 1時間26分10秒99 

  41 位 671 横道 佑器 ヨコミチ ユウキ 大阪府 1時間26分13秒19 

  42 位 657 中井 滉 ナカイ ヒロ 大阪府 1時間26分23秒99 

  43 位 744 大道 武史 オオミチ タケシ 大阪府 大道クリニック 1時間26分41秒79 



(8) 男子 5km総合順位

  44 位 669 中西 健太 ナカニシ ケンタ 滋賀県 1時間26分55秒05 

  45 位 655 田村 冬磨 タムラ トウマ 滋賀県 1時間27分03秒42 

  46 位 673 後藤 遥介 ゴトウ ヨウスケ 大阪府 mash 1時間27分14秒11 

  47 位 752 伊藤 彰規 イトウ アキノリ 滋賀県 1時間27分15秒73 

  48 位 769 林 衛 ハヤシ マモル 東京都 すいすい八尾 1時間27分22秒78 

  49 位 725 古田 貴弘 フルタ タカヒロ 大阪府 1時間27分36秒06 

  50 位 731 上川 伸彦 カミカワ ノブヒコ 神奈川県 1時間27分58秒89 

  51 位 757 山根 敏秀 ヤマネ トシヒデ 石川県 1時間29分15秒20 

  52 位 675 金子 亮太 カネコ リョウタ 神奈川県 1時間29分39秒37 

  53 位 724 善積 誠司 ヨシズミ セイジ 奈良県 つうばいつうR 1時間29分42秒63 

  54 位 707 上西 大輔 ウエニシ ダイスケ 大阪府 セントラル四条畷 1時間29分54秒28 

  55 位 718 川島 隆伸 カワシマ タカノブ 埼玉県 コナミ武蔵浦和 1時間30分05秒95 

  56 位 664 福田 将啓 フクダ マサヒロ 滋賀県 OCH 1時間30分08秒83 

  57 位 649 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30分19秒16 

  58 位 650 小角 章悟 コスミ ショウゴ 埼玉県 1時間30分23秒84 

  59 位 656 吉武 倫太郎 ヨシタケ リンタロウ 滋賀県 1時間30分45秒61 

  60 位 665 中島 健蔵 ナカシマ ケンゾウ 岐阜県 1時間30分59秒79 

  61 位 818 富永 俊夫 トミナガ トシオ 広島県 広島ＭＳＣ 1時間32分11秒93 

  62 位 678 加藤 貴之 カトウ タカユキ 東京都 1時間32分27秒37 

  63 位 722 石井 紀光 イシイ ノリミツ 愛知県 1時間32分40秒10 

  64 位 805 岸本 哲嘉 キシモト テツヨシ 京都府 AS京都 1時間33分11秒15 

  65 位 762 今村 朋裕 イマムラ トモヒロ 東京都 ヒヤシンス 1時間34分23秒64 

  66 位 777 田中 陽一 タナカ ヨウイチ 東京都 御殿山トライアスロンクラブ 1時間34分29秒71 

  67 位 808 手塚 修 テヅカ オサム 兵庫県 アクトス明石 1時間35分23秒10 

  68 位 670 横田 佳大 ヨコタ ヨシヒロ 滋賀県 1時間35分26秒87 

  69 位 713 南條 謙政 ナンジョウ カネマサ 愛知県 1時間36分03秒08 

  70 位 727 伊藤 敏幸 イトウ トシユキ 奈良県 1時間36分09秒60 

  71 位 674 加藤 昌純 カトウ マサズミ 愛知県 鳥水H18 1時間36分25秒54 

  72 位 800 山田 博 ヤマダ ヒロシ 大阪府 つうばいつうR 1時間36分32秒87 

  73 位 796 数井 一弘 カズイ カズヒロ 岐阜県 1時間36分34秒39 

  74 位 779 椙村 千里 スギムラ チサト 神奈川県 1時間36分38秒82 

  75 位 728 谷内 秀昭 ヤチ ヒデアキ 滋賀県 1時間36分57秒20 

  76 位 661 原 裕太 ハラ ユウタ 京都府 1時間37分07秒43 

  77 位 682 村田 雅樹 ムラタ マサキ 京都府 滋賀医科大学 1時間37分26秒16 

  78 位 768 山本 省三 ヤマモト ショウゾウ 大阪府 1時間37分56秒62 

  79 位 801 城下 輝治 シロシタ テルジ 大阪府 1時間38分10秒39 

  80 位 785 河崎 行成 カワサキ ユキナリ 三重県 1時間38分13秒99 

  81 位 637 福和 千代ノ介 フクワ チヨノスケ 愛知県 1時間38分21秒05 

  82 位 736 パブコヴ スロボダン 富山県 スロボダン パブコヴ 1時間38分49秒85 

  83 位 802 田崎 昭次 タサキ ショウジ 愛知県 服部組グループ 1時間39分09秒58 

  84 位 677 柴田 和宏 シバタ カズヒロ 愛知県 1時間39分54秒00 

  85 位 786 浅井 健一 アサイ ケンイチ 京都府 1時間39分55秒23 

  86 位 788 川崎 武夫 カワサキ タケオ 東京都 Foxswim 1時間40分27秒42 



(8) 男子 5km総合順位

  87 位 663 番田 隆太郎 バンダ リュウタロウ 大阪府 1時間40分30秒68 

  88 位 720 島川 豊一 シマカワ トヨカズ 大阪府 チームエルモす 1時間40分41秒87 

  89 位 676 小田 祥三 オダ ショウゾウ 香川県 鳥水H18 1時間41分29秒74 

  90 位 778 相田 一成 カイダ カズナリ 愛知県 ＵＮＩＯＮＤＩＮＥ 1時間41分52秒67 

  91 位 651 目崎 誠 メザキ マコト 埼玉県 1時間41分57秒66 

  92 位 652 関谷 佳帆斗 セキヤ カホト 埼玉県 1時間42分00秒44 

  93 位 658 小川 洋平 オガワ ヨウヘイ 大阪府 1時間42分11秒02 

  94 位 735 北池 洋 キタイケ ヒロシ 大阪府 ＮＳＩ三国 1時間42分17秒38 

  95 位 809 興山 健博 オキヤマ タケヒロ 大阪府 1時間44分08秒00 

  96 位 791 菊地 靖 キクチ ヤスシ 愛知県 リップル 1時間44分18秒11 

  97 位 789 鞠子 淳 マリコ アツシ 神奈川県 KSC 1時間44分31秒36 

  98 位 714 片山 寛 カタヤマ ヒロシ 大阪府 吹田トライアスロン 1時間44分33秒69 

  99 位 807 中村 光男 ナカムラ ミツオ 京都府 1時間45分22秒70 

 100 位 797 熊野 裕章 クマノ ヒロアキ 埼玉県 芋ロック 1時間45分32秒05 

 101 位 799 佐々木 義男 ササキ ヨシオ 大阪府 八尾アスリート 1時間45分37秒43 

 102 位 763 曽田 尊也 ソタ タカヤ 大阪府 シミヅ泳遊部 1時間45分40秒96 

 103 位 772 持井 正吾 モチイ ショウゴ 兵庫県 1時間45分47秒31 

 104 位 751 内山 好申 ウチヤマ ヨシノブ 大阪府 1時間46分11秒67 

 105 位 716 伊藤 衛 イトウ マモル 三重県 1時間46分29秒15 

 106 位 814 安場 敏男 ヤスバ トシオ 京都府 伏見港ＭＳ 1時間47分02秒82 

 107 位 667 近藤 圭 コンドウ ケイ 滋賀県 1時間47分24秒64 

 108 位 812 桝野 章二郎 マスノ ショウジロウ 大阪府 ひよこ 1時間47分29秒38 

 109 位 756 竹安 義之 タケヤス ヨシユキ 福井県 南越泳ごう会 1時間47分44秒13 

 110 位 750 古田 哲也 フルタ テツヤ 愛知県 1時間47分45秒59 

 111 位 770 三浦 光広 ミウラ ミツヒロ 愛知県 リップル 1時間48分40秒55 

 112 位 672 大北 真嗣 オオキタ マサシ 滋賀県 鳥水H18 1時間48分47秒12 

 113 位 703 山下 正善 ヤマシタ マサヨシ 大阪府 1時間48分54秒59 

 114 位 704 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48分56秒59 

 115 位 804 坂倉 浩 サカクラ ヒロシ 神奈川県 1時間50分37秒25 

 116 位 701 松本 昌士 マツモト マサシ 大阪府 1時間50分39秒50 

 117 位 759 福積 延治 フクヅミ ノブジ 愛知県 トライアスロンステーション 1時間51分00秒20 

 118 位 708 平柳 夏樹 ヒラヤナギ ナツキ 岐阜県 プラスエフ 1時間51分20秒58 

 119 位 792 伊東 聡 イトウ サトシ 大阪府 チームエルモす 1時間51分26秒54 

 120 位 733 遠藤 稔夫 エンドウ トシオ 静岡県 1時間51分45秒92 

 121 位 734 金田 直広 カネダ ナオヒロ 大阪府 チームエルモす 1時間53分19秒80 

 122 位 767 増田 敬雅 マスダ タカマサ 愛知県 RIPPLE 1時間54分31秒13 

 123 位 817 猪熊 守彦 イノクマ モリヒコ 東京都 海人クラブ 1時間54分56秒28 

 124 位 775 岩田 明 イワタ アキラ 大阪府 ｴﾙﾄﾞﾗﾄﾞ 1時間55分00秒65 

 125 位 654 寺浦 志将 テラウラ ユキノブ 大阪府 1時間55分38秒60 

 126 位 754 土井 章宏 ドイ アキヒロ 兵庫県 1時間56分23秒62 

 127 位 782 高光 孝英 タカミツ タカヒデ 大阪府 1時間57分07秒61 

 128 位 758 国友 哲也 クニトモ テツヤ 京都府 1時間57分39秒02 

 129 位 747 堀端 健一 ホリバタ ケンイチ 大阪府 大川幕府 1時間57分47秒98 



(8) 男子 5km総合順位

 130 位 686 太田 貴之 オオタ タカユキ 愛知県 リップル 1時間58分49秒79 

 131 位 700 山下 博司 ヤマシタ ヒロシ 神奈川県 2時間00分23秒56 

 132 位 702 下江 隆司 シモエ タカシ 和歌山県 2時間00分31秒94 

 133 位 803 小島 健一 コジマ ケンイチ 岐阜県 2時間01分03秒30 

 134 位 693 奥田 俊一 オクダ シュンイチ 愛知県 大高ＣＲＳ 2時間02分25秒03 

 135 位 738 武内 訓 タケウチ サトル 愛知県 たけうち接骨院 2時間02分50秒59 

 136 位 774 鷲見 尚典 スミ ヒサノリ 岐阜県 2時間03分17秒79 

 137 位 741 安藤 康彦 アンドウ ヤスヒコ 愛知県 2時間04分05秒05 

 138 位 783 松嶋 康夫 マツシマ ヤスオ 奈良県 g-hammers 2時間07分26秒46 

 139 位 755 辻 高樹 ツジ タカキ 大阪府 2時間09分22秒43 

 140 位 749 吉田 直人 ヨシダ ナオト 滋賀県 B.I.C 2時間09分31秒86 

 141 位 795 高橋 秀美 タカハシ ヒデミ 兵庫県 2時間12分49秒06 

 142 位 705 松村 貴士 マツムラ タカシ 滋賀県 アイソリスイムチーム 2時間12分57秒88 

 143 位 784 西島 暢洋 ニシジマ ノブヒロ 大阪府 2時間14分42秒67 

 144 位 815 小塚 利治 コヅカ トシハル 愛知県 2時間17分13秒10 

 145 位 816 中島 安興 ナカシマ ヤスオキ 富山県 beard-grandpa 2時間17分58秒83 

 146 位 699 佐久間 厚志 サクマ アツシ 愛知県 県庁相撲部 2時間18分43秒72 

 147 位 764 眞野 浩孝 マノ ヒロタカ 岐阜県 2時間23分02秒21 

 148 位 698 新妻 光一 ニイヅマ コウイチ 大阪府 神戸水球倶楽部 2時間23分26秒50 

 149 位 806 藤波 哲 フジナミ サトル 滋賀県 スタンドアローン 2時間24分03秒88 

 150 位 721 小出 雄太 コイデ ユウタ 東京都 2時間27分31秒71 

 151 位 697 坂梨 仁哉 サカナシ キンヤ 東京都 2時間27分38秒17 

 152 位 771 大里 誠治 オオサト セイジ 岐阜県 MinokamoBrasil 2時間32分10秒85 

 153 位 794 東 貞男 アズマ サダオ 愛知県 2時間32分51秒03 

 154 位 798 木村 眞伸 キムラ マサノブ 大阪府 豊津クラブ 2時間33分20秒18 

 155 位 819 薮田 信義 ヤブタ ノブヨシ 三重県 2時間36分15秒13 

 156 位 740 山口 浩司 ヤマグチ コウジ 神奈川県 2時間38分05秒88 

 157 位 748 溝川 一郎 ミゾカワ イチロウ 東京都 個人参加 2時間39分27秒19 

 OPN  683 寺島 新二 テラシマ シンジ 三重県 1時間08分30秒43 

 OPN  766 大濱 徹 オオハマ トオル 愛知県 BIG東海 1時間45分55秒05 

 OPN  765 棚橋 宏泰 タナハシ ヒロヤス 岐阜県 1時間51分12秒66 

 OPN  753 井戸 哲也 イド テツヤ 岐阜県 TRI FUNS! NAGOYA 2時間03分10秒13 

 OPN  696 岡田 勝利 オカダ カツトシ 京都府 Big Lake 2時間07分06秒82 

 OPN  719 大坪 聖志 オオツボ マサシ 岐阜県 2時間08分49秒35 

 OPN  687 吉本 康匡 ヨシモト ヤスマサ 兵庫県 石飛教室 2時間09分01秒95 

 OPN  745 佐藤 識明 サトウ ノリアキ 岐阜県 2時間09分35秒01 

 OPN  739 後藤 達也 ゴトウ タツヤ 愛知県 TRI FUNS NAGOYA 2時間27分50秒40 

 OTL  787 伏見 和也 フシミ カズヤ 岐阜県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  810 坪井 康治 ツボイ コウジ 三重県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 OTL  813 四宮 敬司 シノミヤ ケイジ 兵庫県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 

 DNF  679 山中 佑介 ヤマナカ ユウスケ 愛知県 途中棄権 

 DNF  690 重森 堅士 シゲモリ ケンシ 大阪府 途中棄権 

 DNF  776 市川 博文 イチカワ ヒロフミ 愛知県 STタクヤ 途中棄権 



(8) 男子 5km総合順位

 DNF  781 岡本 欣治 オカモト キンジ 大阪府 途中棄権 

 DNS  647 大釜 雅裕 オオガマ マサヒロ 大阪府 棄権 

 DNS  666 河野 友哉 コウノ トモヤ 東京都 棄権 

 DNS  689 田中 誠悟 タナカ セイゴ 和歌山県 棄権 

 DNS  694 岩田 久弥 イワタ ヒサヤ 愛知県 棄権 

 DNS  726 来田 浩和 キタ ヒロカズ 奈良県 棄権 

 DNS  729 俣野 芳朗 マタノ ヨシロウ 京都府 棄権 

 DNS  761 堀田 正人 ホッタ マサト 愛知県 コナミ星ヶ丘 棄権 

 DNS  773 岡 洋史 オカ ヒロシ 愛知県 TRI FUNS! NAGOYA 棄権 

 DNS  793 藤井 和典 フジイ カズノリ 東京都 オーシャンナビ 棄権 



(9) 500m×4人リレー総合順位

   1 位 大阪国際大学 前井 篤生 荻野 秀行 東端 祥行 山下 裕央

903 26分41秒72 06:37.61 06:45.19 06:26.34

00:06:52.58 00:13:30.19 00:20:15.38 00:26:41.72

   2 位 UNIONDINE 松永 侑士 寺田 尚紘 寺田 貴洋 大屋 柾道

913 27分43秒28 06:34.59 07:09.42 06:53.49

00:07:05.78 00:13:40.37 00:20:49.79 00:27:43.28

   3 位 SETSUNANスイマーズ２ 大釜 雅裕 福井 皓介 稲田 晃一 加治屋 駿

904 28分19秒44 07:15.07 07:05.35 07:14.29

00:06:44.73 00:13:59.80 00:21:05.15 00:28:19.44

   4 位 大陸王 鈴木 聡太 芳田 真 挽 桜子 三木 佑真

901 28分22秒16 07:17.91 07:04.00 07:06.61

00:06:53.64 00:14:11.55 00:21:15.55 00:28:22.16

   5 位 石川県水泳協会 中川 綾乃 三上 玲奈 小坂 寛之 山下 浩雅

929 29分35秒38 07:16.48 06:28.45 08:50.74

00:06:59.71 00:14:16.19 00:20:44.64 00:29:35.38

   6 位 半ケツ王子と愉快な仲間たち 永井 宗太 西應 和伸 仙田 隆宏 山野 穣

933 29分54秒98 07:19.40 07:31.11 07:44.13

00:07:20.34 00:14:39.74 00:22:10.85 00:29:54.98

   7 位 ぷらすえふ保育園・きりん組 河合 駿介 林 夏紀 長野 正章 荒尾 昭裕

912 31分24秒84 08:12.66 07:24.23 08:07.18

00:07:40.77 00:15:53.43 00:23:17.66 00:31:24.84

   8 位 ほわいとぴっぐ 中村 真悟 中村 実千男 斎藤 史郎 武田 隆秀

938 31分30秒18 08:11.64 07:20.84 06:58.99

00:08:58.71 00:17:10.35 00:24:31.19 00:31:30.18

   9 位 ぷらすえふ保育園・たんぽぽ組 矢野 真弘 小笠原 理恵 木村 篤 吉永 涼子

924 31分47秒08 08:03.77 07:40.12 08:40.33

00:07:22.86 00:15:26.63 00:23:06.75 00:31:47.08

  10 位 やまとアンカーズ 番田 隆太郎 三好 雅俊 森本 真彦 松井 裕樹

910 32分44秒14 09:38.26 07:48.90 07:38.86

00:07:38.12 00:17:16.38 00:25:05.28 00:32:44.14

  11 位 二食下ドルフィンズ 内海 晃輔 浅田 紀寛 長田 昌子 海野 文希

908 33分02秒74 08:24.20 08:47.43 08:08.56

00:07:42.55 00:16:06.75 00:24:54.18 00:33:02.74

  12 位 Team バファリン 齋藤 瑛 端 愛子 Nicole Wilder宰井 良輔

918 33分08秒70 08:11.35 10:00.20 07:17.89

00:07:39.26 00:15:50.61 00:25:50.81 00:33:08.70

  13 位 ひらばり 小山 将平 加藤 希林 木村 早希 渡辺 ひより

907 33分16秒07 08:51.08 09:19.80 08:01.17

00:07:04.02 00:15:55.10 00:25:14.90 00:33:16.07

  14 位 草津イトマンスーパーストロング 上田 秋慶 宇野 嘉隆 黒田 公夫 長谷川 あずさ

940 33分26秒57 08:35.55 08:31.92 09:06.91

00:07:12.19 00:15:47.74 00:24:19.66 00:33:26.57

  15 位 みずかまきりムキムキ 廣岡 慶彦 永井 信 鈎 文子 林 靖秀

939 33分50秒09 08:37.10 08:16.53 08:42.85

00:08:13.61 00:16:50.71 00:25:07.24 00:33:50.09



(9) 500m×4人リレー総合順位

  16 位 GOTU ガチのマジ 有馬 大記 畑 菜摘 フェラーリ シモン倉橋 寛明

915 33分59秒94 09:14.99 07:30.45 08:42.08

00:08:32.42 00:17:47.41 00:25:17.86 00:33:59.94

  17 位 Wave Run 頭川 明卓 佐伯 祐美 Pavkov Slobodan林 衛

936 34分18秒75 09:16.03 09:19.27 08:26.19

00:07:17.26 00:16:33.29 00:25:52.56 00:34:18.75

  18 位 TEAM IMO ROCK 越智 博美 矢嶋 わか菜 岩田 文 川島 隆伸

926 34分42秒29 08:34.08 08:06.86 08:43.28

00:09:18.07 00:17:52.15 00:25:59.01 00:34:42.29

  19 位 ぷらすえふ保育園・ぱんだぐみ 村瀬 功 渡辺 将大 荒井 浩介 吉永 遼太郎

911 35分50秒12 08:40.33 09:00.79 09:28.56

00:08:40.44 00:17:20.77 00:26:21.56 00:35:50.12

  20 位 はっはーーＷＷＷ 山口 世奈 田村 冬麿 丹下 真里奈 山田 涼太

905 36分01秒86 08:38.49 09:42.90 08:19.55

00:09:20.92 00:17:59.41 00:27:42.31 00:36:01.86

  21 位 ぷらすえふ保育園・さくら組 大西 果莉 小野 晶迦 浅野 美侑 服部 舞

902 36分11秒86 09:21.47 09:13.48 08:45.93

00:08:50.98 00:18:12.45 00:27:25.93 00:36:11.86

  22 位 ひとやファクトリー 仁田原 隆志 谷村 健太 大中 人也 林 大樹

919 36分16秒72 11:00.83 08:46.10 08:20.35

00:08:09.44 00:19:10.27 00:27:56.37 00:36:16.72

  23 位 Teamロキソニン 森口 和也 大野 義成 福田 正人 吉野 薫

941 36分23秒45 08:32.21 09:17.13 10:49.58

00:07:44.53 00:16:16.74 00:25:33.87 00:36:23.45

  24 位 親子３世代チーム 阪口 節子 小嶋 心人 小嶋 一花 小嶋 貴子

921 37分14秒37 08:01.35 07:07.04 08:00.59

00:14:05.39 00:22:06.74 00:29:13.78 00:37:14.37

  25 位 MCZ 寺村 仁志 山本 寛和 荒木 一哲 佐藤 健太

935 38分20秒20 11:54.56 10:37.95 08:20.34

00:07:27.35 00:19:21.91 00:29:59.86 00:38:20.20

  26 位 みずかまきりピヨピヨ 百鳥 裕介 村中 志穂 橋爪 美由紀 岡本 倫明

937 38分34秒60 09:53.34 10:21.17 09:58.78

00:08:21.31 00:18:14.65 00:28:35.82 00:38:34.60

  27 位 MCZ 原 裕太 尾坂 兼一 西前 出 新澤 政吉

927 38分47秒82 12:43.26 08:49.66 08:13.30

00:09:01.60 00:21:44.86 00:30:34.52 00:38:47.82

  28 位 ＮＫＳＴ 清水 あゆみ 仲矢 智博 野村 渉真 和久 優樹

906 39分01秒53 09:18.21 09:30.91 10:33.19

00:09:39.22 00:18:57.43 00:28:28.34 00:39:01.53

  29 位 なんちゃってスイマー 増田 晶人 池井 晴美 平井 里佳 関口 要

932 39分05秒77 10:33.31 09:59.18 10:27.04

00:08:06.24 00:18:39.55 00:28:38.73 00:39:05.77

  30 位 座裏SC 山口 亮 小山 卓海 尾田 亨平 香林 正樹

914 39分54秒26 10:20.36 09:58.84 09:49.35

00:09:45.71 00:20:06.07 00:30:04.91 00:39:54.26



(9) 500m×4人リレー総合順位

  31 位 GOTU マジのガチ 城阪 佳佑 上山 秀樹 井上 雄太 岡田 愛弓

916 39分57秒34 10:42.57 08:50.81 11:34.45

00:08:49.51 00:19:32.08 00:28:22.89 00:39:57.34

  32 位 ぷらすえふ保育園・ばら組 鈴木 有香 相川 栞 荒尾 美波 牧野 いづみ

923 40分55秒22 09:45.43 09:58.99 12:50.15

00:08:20.65 00:18:06.08 00:28:05.07 00:40:55.22

  33 位 ぷらすえふ保育園敬老参観日組 平岡 司郎 土方 翔斗 寺島 悠一郎 安江 貞人

920 41分31秒99 08:48.91 08:32.22 13:07.73

00:11:03.13 00:19:52.04 00:28:24.26 00:41:31.99

  34 位 エヌチー 石川 英 小泉 陽輔 杉山 有軌 前田 将志

917 42分03秒72 10:51.28 10:33.91 10:11.68

00:10:26.85 00:21:18.13 00:31:52.04 00:42:03.72

  35 位 白光松多 富山 貴土 白銀 隼人 光藤 優香 多和田 貞吉

922 42分55秒38 11:27.19 09:50.15 14:29.02

00:07:09.02 00:18:36.21 00:28:26.36 00:42:55.38

  36 位 みずかまきりフワフワ 奥村 洋和 寺田 静香 掛本 眞知子 鎌倉 和子

942 43分02秒27 10:43.19 11:47.23 09:51.44

00:10:40.41 00:21:23.60 00:33:10.83 00:43:02.27

  37 位 ぷらすえふ保育園・ゾウ組 粕谷 康太郎 堀 圭介 足立 陽平 石田 亨

931 44分08秒20 11:30.80 11:30.94 11:35.55

00:09:30.91 00:21:01.71 00:32:32.65 00:44:08.20

  38 位 家族愛 西井 由紀子 細田 章洋 小嶋 健司 加藤 宗大

925 45分20秒50 11:18.72 12:09.39 10:26.61

00:11:25.78 00:22:44.50 00:34:53.89 00:45:20.50

  39 位 ぷらすえふ保育園・ゆり組 橋本 和幸 後藤 亜希子 中山 いずみ 各務 有紀

930 45分30秒49 09:41.64 10:03.71 14:59.77

00:10:45.37 00:20:27.01 00:30:30.72 00:45:30.49

  40 位 ぷらすえふ保育園・うさぎ組 山田 修作 土方 利春 熊崎 健作 平柳 夏樹

934 46分03秒43 13:20.37 11:49.04 10:26.37

00:10:27.65 00:23:48.02 00:35:37.06 00:46:03.43

  41 位 大垣市民P・ゆ~みんぐ仲間 鈴木 克征 子安 勝治 小島 健一 数井 一弘

945 46分55秒97 14:15.72 11:32.74 09:57.67

00:11:09.84 00:25:25.56 00:36:58.30 00:46:55.97

  42 位 肩幅ガッツリレー隊 高瀬 浩子 若園 明裕 古田 志乃雅 江頭 恒

943 48分57秒18 13:42.66 10:47.81 12:56.57

00:11:30.14 00:25:12.80 00:36:00.61 00:48:57.18

  43 位 王寺Ｒ.Ｃ 川久保 直希 中井 純平 小那谷 素子 笠谷 仁美

928 48分59秒84 09:16.46 13:00.04 18:56.13

00:07:47.21 00:17:03.67 00:30:03.71 00:48:59.84

  44 位 Ｂ．Ｉ．Ｃ 南部 容子 若森 利和 山口 清 吉田 直人

944 54分08秒49 15:37.26 14:37.98 11:51.22

00:12:02.03 00:27:39.29 00:42:17.27 00:54:08.49

DSQ ドルフィンクラブ 前田 成博 松井 佳菜絵 松村 千花 長谷川 祐樹

909 44分47秒27 09:45.99 09:44.62

00:25:16.66 00:35:02.65 00:44:47.27


