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3.0kmクラス　男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2013/10/13

スタート： 11:40:00

会場: 徳島県海部郡海陽町宍喰地区・水床湾

主催: とくしま宍喰OWS実行委員会

39分47秒1 西應 和伸3 ﾆｼｵｳ ｶｽﾞﾉﾌﾞ さくら塾

39分52秒2 松村 亮61 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳ Raccoon Rascal.E

42分11秒3 森口 和也68 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ チームこころ

42分54秒4 仙田 隆宏35 ｾﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ Jellyfish

44分44秒5 山本 昌義70 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾖｼ

44分46秒6 竹内 一彦64 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋｺ ユイユイ戦隊オヨグンジャー

45分44秒7 時水 康雄91 ﾄｷﾐｽﾞ ﾔｽｵ

45分56秒8 小田 将之14 ｵﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

45分58秒9 宰井 良輔67 ｻｲ ﾘｮｳｽｹ

49分12秒10 山野 穣26 ﾔﾏﾉ ﾐﾉﾙ

49分24秒11 山崎 一仁42 ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞﾋﾄ

50分04秒12 野村 佳武87 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾀｶ ダブルプレー

50分27秒13 鈴木 一幸38 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ

50分28秒14 木村 悠47

50分56秒15 吉崎 恒次25 ﾖｼｻﾞｷ ｺｳｼﾞ

51分48秒16 原田 良平98 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 某消防局水上の部所属

52分38秒17 棚町 和弘59 ﾀﾅﾏﾁ ｶｽﾞﾋﾛ ハニー・ポッサム

53分13秒18 福田 正人60 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ チームこころ

53分54秒19 桜木 大輔5 ｻｸﾗｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ

54分19秒20 吉野 薫65 ﾖｼﾉ ｶｵﾙ コナミ三宮

54分52秒21 高谷 暢之101 ﾀｶﾔ ﾉﾌﾞﾕｷ オーシャンナビ

54分59秒22 山下 栄男27 ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞｵ

55分11秒23 海蔵寺 和英66 ｶｲｿﾞｳｼﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ チームこころ

55分51秒24 高木 俊治96 ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾊﾙ

55分57秒25 手塚 修76 ﾃﾂﾞｶ ｵｻﾑ

56分09秒26 池田 典生92 ｲｹﾀﾞ ﾉﾘｵ

56分16秒27 北市 隆20 ｷﾀｲﾁ ﾀｶｼ

56分34秒28 鴫原 淳71 ｼｷﾞﾊﾗ ｱﾂｼ

56分56秒29 島村 徹95 ｼﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ

57分51秒30 金指 正太郎18 ｶﾅｻﾞｼ ｼｮｳﾀﾛｳ

57分54秒31 中野 英雄2 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｵ

58分05秒32 浅田 洋輔99 ｱｻﾀﾞ ﾖｳｽｹ ハニーポッサム

58分11秒33 山中 一功33 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾖｼ

58分13秒34 篠原 勇理86 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾘ AAC

59分31秒35 八木 悟48 ﾔｷﾞ ｻﾄﾙ

59分39秒36 岩本 健次51 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

59分41秒37 廣瀬 元氣88 ﾋﾛｾ ｹﾞﾝｷ なし

59分47秒38 大草 真吾63 ｵｵｸｻ ｼﾝｺﾞ

1時間01分00秒39 内山 好申102 ｳﾁﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間01分04秒40 小谷 治32 ｺﾀﾆ ｵｻﾑ ヘタレスイマー

1時間01分39秒41 伊藤 繁樹50 ｲﾄｳ ｼｹﾞｷ

1時間02分52秒42 川原田 明徳74 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾉﾘ

1時間03分05秒43 大津 行春30 ｵｵﾂ ﾕｷﾊﾙ

1時間03分06秒44 中島 紳介72 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｽｹ

1時間03分08秒45 宮戸 嵩志73 ﾐﾔﾄ ﾀｶｼ

1時間03分43秒46 小笠原 昭生81 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷｵ フィッタ重信

1時間06分31秒47 宮田 正博58 ﾐﾔﾀ ﾏｻﾋﾛ

1時間06分58秒48 桂田　陽一朗55 ｶﾂﾗﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ

1時間07分03秒49 高山 光雄57 ﾀｶﾔﾏ ﾐﾂｵ 石飛教室

1時間08分57秒50 山中 正巳83 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾐ
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1時間09分02秒51 美馬 吉一12 ﾐﾏ ﾖｼｶｽﾞ 博愛記念病院

1時間09分43秒52 高橋 尚史1 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｼ にちようぐみ

1時間09分53秒53 岡本 欣治17 ｵｶﾓﾄ ｷﾝｼﾞ

1時間09分56秒54 工藤 信人54 ｸﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋﾄ ＴＪＰ

1時間09分59秒55 池本 親則24 ｲｹﾓﾄ ﾁｶﾉﾘ

1時間11分06秒56 赤松 睦37 ｱｶﾏﾂ ﾑﾂｼ SV北島

1時間11分09秒57 伊藤 陵84 ｲﾄｳ ﾘｮｳ

1時間11分26秒58 瀧 豊水8 ﾀｷ ﾄﾖﾐ 徳島トライアスロンクラブ

1時間11分29秒59 鷲尾 敏治41 ﾜｼｵ ﾄｼﾊﾙ

1時間12分00秒60 山口 眞孝15 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 宝塚遠泳技研

1時間12分05秒61 石川 篤志69 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 焚火研究会

1時間12分07秒62 井上 匡啓85 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾖｼ 新居浜トライアスロン協会

1時間13分24秒63 井出 充29 ｲﾃﾞ ﾐﾂﾙ

1時間16分06秒64 高橋 秀美7 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾐ

1時間16分16秒65 伊藤 耕治36 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ チームままかり

1時間16分39秒66 竹原 大輔45 ﾀｹﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間16分56秒67 吉田 和司31 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｼﾞ エスパティオ

1時間18分39秒68 中原 弘郎82 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｵ チームブレイブ

1時間20分24秒69 -90 -

1時間20分52秒70 三保 良介100 ﾐﾎ ﾘｮｳｽｹ GEトライアスロンクラブ　GEス

1時間21分05秒71 中野 耕一62 ﾅｶﾉ ｺｳｲﾁ 吹田ヘルス

1時間21分57秒72 寺尾 倫彦22 ﾃﾗｵ ﾉﾘﾋｺ 東京ばなな

1時間24分07秒73 岡本 寛46 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間25分15秒74 坂東 剛志11 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ チームBST

1時間26分34秒75 同前 友宏23 ﾄﾞｳｾﾞﾝ ﾄﾓﾋﾛ

1時間26分51秒76 福田 恒人52 ﾌｸﾀﾞ ﾂﾈﾄ

1時間29分44秒77 山口 誠77 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ なし

1時間31分49秒78 青木 多加志13 ｱｵｷ ﾀｶｼ

1時間32分23秒79 中西 泰彦56

とくしま宍喰オープンウォータースイム２０１３


