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部門順位 総合順位 ゼッケンキャプテン 副キャプテン タイム

混 合 の 部 部門別出走数 艇152 総出走数 艇671

171 赤坂　繁忠 遠藤　雅子1 時0 分42 .55 秒983

245 佐藤　努 佐藤　奈保子2 時0 分43 .43 秒664

75 江刺　孝浩 江刺　直美3 時0 分45 .5 秒868

284 川守　健士 北舘　知沙4 時0 分46 .6 秒2313

377 眞岩　正行 眞岩　美里5 時0 分48 .21 秒2731

164 宮田　衛 佐々木　寛子6 時0 分49 .7 秒3541

238 藤村　一騎 滝澤　早織7 時0 分50 .53 秒4953

473 高橋 尾留川8 時0 分51 .32 秒6867

270 高橋　勇太 木村　ゆかり9 時0 分51 .54 秒9269

143 今宮　正彦 今宮　睦美10 時0 分51 .57 秒8070

248 吉田　仁 吉田　紘子11 時0 分52 .53 秒7277

362 藤井　伸 藤井　律子12 時0 分53 .13 秒3281

162 中神　力嗣 中神　真由美13 時0 分53 .24 秒3484

546 舛森　千咲 西川　綱紀14 時0 分53 .52 秒4787

313 小笠原　健二 高橋　君江15 時0 分54 .2 秒8691

337 佐々木 伊藤16 時0 分54 .45 秒7798

26 松橋　史人 上野山　温子17 時0 分55 .9 秒82106

41 樋沢 美咲 樋沢　駿甫18 時0 分55 .14 秒18110

25 吉田　美帆 吉田　祐豪19 時0 分55 .30 秒33116

81 藤村　靖子 工藤　剛史20 時0 分55 .51 秒01119

396 立野　航希 阿部　浩子21 時0 分56 .22 秒49128

2 平塚　純夫 平塚　万里子22 時0 分56 .33 秒18131

76 石川　真一 千葉　彩23 時0 分56 .57 秒34137

212 佐藤　良久 佐藤　立子24 時0 分57 .10 秒55141

172 藤枝　正道 藤枝　弘子25 時0 分58 .1 秒86155
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部門順位 総合順位 ゼッケンキャプテン 副キャプテン タイム

混 合 の 部 部門別出走数 艇152 総出走数 艇671

644 小綿　喜美男 小綿　朋美26 時0 分58 .3 秒00156

674 嶋　琉胤 齊藤　珠利27 時0 分58 .19 秒57161

3 古川　沙敏 古川　瀨知28 時0 分58 .23 秒05162

486 池田　温 池田　直子29 時0 分58 .26 秒21163

1 松田　修 松田　カンナ30 時0 分58 .33 秒38168

638 鈴木　聡一郎 鈴木　梨紗31 時0 分58 .39 秒75170

77 岩﨑　紘志 岩﨑　美紀32 時0 分59 .12 秒68178

461 佐々木　孝宏 福田　由貴33 時0 分59 .29 秒16183

165 新井田　未来　 伊藤　実奈34 時0 分59 .52 秒60194

186 高橋　恭太 田中　美也子35 時1 分0 .6 秒98196

80 小松　勇太 小松　夏希36 時1 分0 .16 秒05198

680 上野　敏明 上野　理恵子37 時1 分0 .20 秒70200

384 田山 田山38 時1 分0 .39 秒18207

281 遠藤　誠 遠藤　和歌子39 時1 分0 .46 秒78211

173 柳川　雅邦 柳川　絹子40 時1 分0 .50 秒03213

645 西野　史生 鳥谷　明日美41 時1 分0 .50 秒29214

278 藤尾　紀幸 櫻　ひとみ42 時1 分1 .29 秒60234

235 吉田　秀寿 吉田　彰子43 時1 分1 .40 秒13236

176 中山　三樹男 小山　かほる44 時1 分1 .58 秒82240

349 村上　学 村上　美由紀45 時1 分2 .5 秒98245

175 加藤　尚人 加藤　聡美46 時1 分2 .6 秒52246

441 土井田　稔 土井田　智奈美47 時1 分2 .9 秒73248

178 菅原　晃 菅原　由美子48 時1 分2 .12 秒55251

517 笹森 笹森49 時1 分2 .17 秒25253

29 小野寺　和幸 小野寺　江梨子50 時1 分2 .28 秒51255
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部門順位 総合順位 ゼッケンキャプテン 副キャプテン タイム

混 合 の 部 部門別出走数 艇152 総出走数 艇671

336 堤　義博 堤　飛可51 時1 分2 .33 秒00256

27 福士　哲也 福士　未来52 時1 分2 .39 秒25259

195 田頭　真輝 田頭　幸恵53 時1 分2 .44 秒01260

53 畠山　泰範 畠山　史子54 時1 分2 .48 秒14261

343 阿部　匠 阿部　未至55 時1 分2 .53 秒85265

465 竹林　正喜 竹林　康名56 時1 分2 .58 秒48267

395 志田　順悦 森　美枝子57 時1 分3 .1 秒55268

585 小田 小田58 時1 分3 .24 秒20280

84 坂本　遼 松木　史子59 時1 分3 .25 秒27281

494 山口　淳一 山口　裕子60 時1 分3 .49 秒18291

379 上江　博己 長山　茉央61 時1 分3 .52 秒64292

381 佐藤　福廣 宮部　史62 時1 分4 .2 秒57296

496 兼平　正寛 兼平　仁子63 時1 分4 .5 秒41298

57 松田　直 松田　彩64 時1 分4 .6 秒45300

679 大森　勉 大森　史榮65 時1 分4 .27 秒91306

22 酒井　真由子 酒井　直樹66 時1 分5 .13 秒07322

600 荒井　智大 荒井　彩乃67 時1 分5 .16 秒40323

122 平山　智宏 舘澤　有美68 時1 分5 .18 秒66325

50 立原　直人 立原　萌69 時1 分5 .37 秒04334

315 小山田　勲 小山田　信子70 時1 分5 .40 秒31336

423 藤原　清隆 赤澤　里美71 時1 分5 .56 秒10347

596 松岡 二平72 時1 分6 .7 秒38350

562 城内　裕希 阿部　史怜73 時1 分6 .8 秒78352

71 床尾　明子 浅石　健太74 時1 分6 .21 秒30354

652 舘澤　伸晴 藤原　咲子75 時1 分6 .22 秒08356



第 　  回 盛 岡 ・ 北 上 川 ゴ ム ボ ー ト 川 下 り 大 会 結 果

2018年7月29日 開催

４２ Page 23/29

部門順位 総合順位 ゼッケンキャプテン 副キャプテン タイム

混 合 の 部 部門別出走数 艇152 総出走数 艇671

123 古舘　葵 船越　孝治76 時1 分6 .53 秒77363

191 遠藤　仁 菊池　悠実77 時1 分7 .2 秒02366

199 津川　淳平 津川　雅恵78 時1 分7 .9 秒84373

86 小野寺　幸義 小野寺　亜紀79 時1 分7 .14 秒57374

616 佐野 森80 時1 分7 .18 秒01375

125 深井　来夢 村上　彩夏81 時1 分7 .35 秒74381

188 福本　健太郎 工藤　薫82 時1 分7 .51 秒89386

581 南野　光哉　 平　千夏83 時1 分8 .26 秒58400

447 村上　ゆきえ 村上　智人84 時1 分8 .49 秒05409

640 中原　憲一 中原　彩夏85 時1 分9 .6 秒01411

529 芋川　直 長谷川　雅子86 時1 分9 .14 秒16417

320 岩野 岩野87 時1 分9 .33 秒88420

90 下村　裕美 山崎　真麻88 時1 分9 .38 秒05423

542 露久保　敬嗣 藤平　美奈子89 時1 分9 .44 秒10426

179 對馬　範恵 真舘　孝治90 時1 分10 .16 秒09436

497 浅沼　美佳 湯澤　耕一91 時1 分10 .37 秒70446

282 小島　洋美 小島　浩92 時1 分11 .7 秒56454

597 宋 蔡93 時1 分11 .20 秒61456

437 越川　志津 越川　夏彦94 時1 分11 .26 秒39459

472 神林　友紀 中居　あさみ95 時1 分11 .27 秒24460

342 辻　桂子 辻　謙一96 時1 分11 .47 秒30466

275 若松　仁 松浦　未希97 時1 分11 .49 秒91467

287 竹田　清光 秋濱　志保子98 時1 分11 .51 秒37468

359 菅野　紘暢 早野　恵99 時1 分11 .55 秒85470

421 濱尾 田沼100 時1 分12 .15 秒43478



第 　  回 盛 岡 ・ 北 上 川 ゴ ム ボ ー ト 川 下 り 大 会 結 果

2018年7月29日 開催

４２ Page 24/29

部門順位 総合順位 ゼッケンキャプテン 副キャプテン タイム

混 合 の 部 部門別出走数 艇152 総出走数 艇671

404 蒲澤　俊博 小田嶋　純奈101 時1 分12 .47 秒79488

180 佐藤　杏子 佐藤　大河102 時1 分12 .50 秒03489

558 狩野　茜 澤口　翔哉103 時1 分12 .54 秒36492

213 佐原　康之 佐原　弘子104 時1 分12 .55 秒91493

335 寒河江 前川105 時1 分13 .36 秒09510

217 清水畑　謙二 髙橋　律子106 時1 分13 .38 秒85513

366 澤里 小内107 時1 分13 .44 秒55516

591 鹿原 竹之内108 時1 分13 .48 秒68518

599 北基　怜子 竹内　大介109 時1 分13 .54 秒94524

557 田林　東 阿部　稜子110 時1 分14 .5 秒61526

389 長坂　聡美 清水　賢治111 時1 分14 .13 秒59528

476 藤倉　由博 横田　向日葵112 時1 分14 .35 秒37533

124 齊藤　美穂 笠井　芳子113 時1 分14 .47 秒63539

535 菊池　雅人 梅澤　翔子114 時1 分14 .48 秒59540

442 江本 野口115 時1 分15 .16 秒43544

382 熊谷　雄大 福永　恵妙子116 時1 分15 .17 秒41545

318 及川　正治 及川　舞子117 時1 分15 .17 秒71546

543 久野　瑞貴 信夫　茉琴118 時1 分15 .44 秒62552

190 澤舘 米内119 時1 分16 .19 秒70563

617 髙橋　康平 秋山　菜々子120 時1 分16 .33 秒60567

498 倉本　穣 倉本　真由美121 時1 分16 .38 秒20568

319 浜崎　航 菅原　美咲122 時1 分16 .42 秒00569

352 野中 菅野123 時1 分16 .49 秒11573

425 髙橋　俊 髙橋　公子124 時1 分16 .55 秒53575

608 髙野　愛代 八重樫　陵125 時1 分17 .16 秒07579
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部門順位 総合順位 ゼッケンキャプテン 副キャプテン タイム

混 合 の 部 部門別出走数 艇152 総出走数 艇671

580 吉田 佐々木126 時1 分17 .37 秒94587

541 陣内　紀旭 森　さくら127 時1 分17 .51 秒84589

94 佐藤　佑之 佐藤　芳枝128 時1 分17 .58 秒90591

538 大坪　倫也 大西　愛梨129 時1 分18 .9 秒17594

204 高梨　信之 中村　直子130 時1 分18 .20 秒27597

445 本舘　佳樹 千田　栞里131 時1 分18 .33 秒43600

544 井上　義臣 熊谷　眞理子132 時1 分18 .46 秒61604

594 延足　悟志 吉川　智子133 時1 分18 .50 秒36606

539 澤田　瑞希 野崎　萌乃134 時1 分18 .50 秒59607

639 石井　沢磨 東梅　早奈恵135 時1 分19 .5 秒93609

371 盛田　梢 盛田　大彰136 時1 分19 .9 秒20610

370 竹花　純哉 熊谷　佳代137 時1 分19 .10 秒32611

536 伊藤　淳一 伊藤　優138 時1 分19 .13 秒09612

533 遠藤　玄樹 紺野　由貴139 時1 分19 .23 秒23615

531 石井　結莉 中里　直樹140 時1 分21 .47 秒93627

619 佐藤　幹夫 佐藤　舞141 時1 分22 .1 秒18628

653 谷地舘　慎祐 和田　菜穗子142 時1 分22 .22 秒82630

604 外川　亮 西谷　真来143 時1 分23 .19 秒43634

658 紅林　哲 紅林　真帆144 時1 分23 .22 秒60636

607 菅原　教史 佐藤　悠145 時1 分23 .24 秒76637

540 瀧口　和磨 三宅　葵良々146 時1 分25 .25 秒49644

629 佐藤　大樹 田村　ひろみ147 時1 分26 .13 秒37646

264 阿部　康平 阿部　菜々美148 時1 分27 .8 秒37648

605 高野　幹 寺山　茉莉149 時1 分31 .16 秒94657

632 福士　智 松原　ゆき150 時1 分34 .1 秒93664
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部門順位 総合順位 ゼッケンキャプテン 副キャプテン タイム

混 合 の 部 部門別出走数 艇152 総出走数 艇671

502 阿部　柾比古 立花　和151 時1 分34 .7 秒17665

553 森田　陽 山根　萌152 時1 分45 .22 秒89669


