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男子 2000m 総合成績

順位　　ゼッケン　

1 207 田脇　翔太 神奈川綱嶋Love  　25分18秒59

2 233 黒川　保隆 東京都  　26分26秒48

3 238 中川　智生 静岡県  　27分53秒08

4 203 田脇　裕太 神奈川綱嶋Love  　28分47秒54

5 216 岸本　太一 千葉県  　28分51秒43

6 239 谷口　則夫 静岡県  　29分11秒32

7 225 北嶋　昇 茨城県  　29分13秒13

8 206 浜田　剛史 神奈川綱嶋Love  　29分49秒76

9 205 山本　将太 東京都綱嶋Love  　29分51秒46

10 230 萩中　希予史 東京都  　30分28秒28

11 151 長門　祐太 千葉県  　31分22秒08

12 223 関屋　広道 静岡県  　31分26秒30

13 201 寺下　純平 神奈川綱嶋Love  　32分50秒06

14 202 永田　圭 神奈川綱嶋Love  　33分01秒17

15 218 佐藤　英成 東京都さんぴんｸﾗﾌﾞ  　33分05秒43

16 227 片岡　嗣貴 福岡県  　33分07秒36

17 258 西本　宏 静岡県  　33分22秒27

18 220 高木　貴光 岐阜県  　33分47秒59

19 250 小林　忍 東京都  　33分49秒69

20 232 海谷　博樹 千葉県  　33分52秒28

21 204 日尾　清太郎 神奈川綱嶋Love  　33分55秒63

22 236 新田　英二 大阪府  　34分18秒38

23 251 曽根　敏之 静岡県  　34分27秒50

24 262 岩佐　善規 千葉県  　34分40秒50

25 215 加納　清一 千葉県  　34分52秒61

26 257 浜田　経雄 神奈川ｶﾜｻｷS.C.  　34分59秒34

27 226 西山　暢彦 愛知県  　35分18秒52

28 212 尾崎　秀一 東京都さんぴんｸﾗﾌﾞ  　35分22秒09

29 259 桜井　義幸 埼玉県  　35分25秒69

30 221 川村　勇気 静岡県MC静岡  　36分09秒23

31 214 小澤　雄高 大阪府  　36分15秒42

32 247 吉元　義久 静岡県  　36分29秒49

33 224 出口　由和 神奈川  　36分32秒24

34 211 水野　元輝 東京都  　36分53秒49

35 263 岩瀬　宏 愛知県  　37分14秒42

36 240 金指　正太郎 静岡県  　37分17秒23

37 242 米倉　司 静岡県富士水泳場  　37分47秒09

38 248 酒井　隆志 東京都  　37分51秒91
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39 255 横井　良昭 静岡県  　39分46秒64

40 254 伊藤　武司 三重県  　40分05秒59

41 210 久　源太 埼玉県  　40分30秒55

42 249 奥野　秀夫 東京都  　41分16秒44

43 219 新納　宏一 東京都  　41分41秒02

44 253 坂倉　浩 神奈川ｵｱｼｽ多摩川  　42分10秒66

45 217 片切　崇 茨城県  　42分28秒61

46 235 田中　英輝 静岡県  　42分30秒56

47 234 榊原　寿治 静岡県  　43分40秒40

48 252 持田　壽信 神奈川  　45分19秒57

49 209 田中　駿一郎 神奈川  　45分41秒06

50 228 濱　大介 神奈川  　45分50秒88

51 246 西尾　進也 神奈川  　47分37秒74

52 260 齋藤　隆 神奈川  　47分59秒76

53 261 河島　常一 神奈川  　48分19秒25

54 241 島田　聡 神奈川  　48分52秒09

55 213 関　聡司 埼玉県Team MRH  　50分30秒16

56 245 宮本　保彦 静岡県  　53分30秒39

57 229 勝村　嘉一 埼玉県 1時間02分45秒84

58 256 浅野　泉 神奈川 1時間07分11秒11

_ 244 相田　稔 神奈川 途 中 棄 権

_ 222 古性　秀幸 神奈川 途 中 棄 権

_ 231 鈴木　豪 静岡県 途 中 棄 権

_ 208 是洞　晴之 東京都綱嶋Love 棄 権

_ 237 大内　龍平 神奈川ｾﾝﾄﾗﾙ大倉山 棄 権


