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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

親 子 の 部 部門別出走数 艇67 総出走数 艇671

327 藤澤 藤澤1 時0 分45 .56 秒9312

271 工藤　春平 工藤　志津子2 時0 分48 .44 秒6634

8 大隈　はな 大隈　健五3 時0 分48 .57 秒2540

196 佐藤　忍 佐藤　裕太4 時0 分50 .55 秒3254

251 髙橋　宏臣 髙橋　太陽5 時0 分54 .35 秒4395

385 野里　洋介 野里　一颯6 時0 分55 .14 秒98111

463 木村　健 木村　史緒7 時0 分55 .21 秒65114

157 田中　慎吾 田中　夏美輝8 時0 分56 .30 秒55130

338 藤村　芽生花 藤村　誠9 時0 分57 .6 秒05139

450 渡辺　宏 渡辺　和貴10 時0 分57 .36 秒48146

520 吉田　孝司 吉田　岳登11 時0 分57 .51 秒23151

139 百岡　賢太朗 百岡　弥央12 時0 分58 .13 秒01158

55 工藤　尚 工藤　壮太13 時0 分58 .43 秒18171

346 加賀谷　浩一 加賀谷　晃輝14 時0 分59 .32 秒75187

156 田中　真澄 田中　美空翔15 時1 分0 .52 秒55215

440 坂本 坂本16 時1 分1 .1 秒73220

198 藤原 藤原17 時1 分2 .7 秒90247

449 名古谷　英市 名古谷　莉来18 時1 分2 .11 秒18250

312 佐々木　史生 佐々木　翼19 時1 分2 .52 秒10264

5 吉田　彰英 吉田　昂太20 時1 分2 .57 秒60266

364 神山　真綾 神山　誠21 時1 分3 .25 秒53282

583 木村　聡元 木村　駿希22 時1 分3 .27 秒93283

592 松下　真憲 松下　和真23 時1 分3 .47 秒43290

390 工藤　大輔 工藤　大和24 時1 分3 .55 秒26294

588 加藤　圭 加藤　優25 時1 分4 .27 秒73305
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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

親 子 の 部 部門別出走数 艇67 総出走数 艇671

683 飯島　泰輔 飯島　悠輔26 時1 分5 .9 秒49320

340 三角　潤哉 三角　光之介27 時1 分5 .28 秒30327

665 宇都 宇都28 時1 分5 .34 秒04332

339 德富　智明 德富　俐那29 時1 分5 .35 秒58333

32 岩渕　忠徳 岩渕　菜那30 時1 分5 .39 秒80335

93 大林　敦子 大林　紗榎31 時1 分6 .3 秒75349

88 那須　和広 那須　真実佳32 時1 分6 .24 秒95357

231 松本　大介 松本　武大33 時1 分8 .3 秒34391

507 長谷川　康 長谷川　司34 時1 分8 .8 秒49393

301 蜂谷　昭吾 蜂谷  優唯35 時1 分8 .14 秒21394

625 佐々木　彩日 佐々木　浩行36 時1 分9 .24 秒14419

247 渡部　洋隆 渡部　侑生37 時1 分10 .11 秒17433

100 久保　智史 久保　ほのか38 時1 分10 .24 秒61439

310 鹿志村　史幸 鹿志村　ゆふ花39 時1 分10 .36 秒63443

91 夏井　和美 夏井　丈40 時1 分10 .42 秒76448

203 松嶋　大 松嶋　かのん41 時1 分10 .42 秒98449

194 野澤 野澤42 時1 分11 .58 秒86471

475 藤井　亜紀子 藤井　詠心43 時1 分12 .8 秒68476

403 宮前　武 宮前　風太44 時1 分12 .26 秒92482

295 齊藤　貴弘 齊藤　大樹45 時1 分12 .35 秒94484

283 田上　広基 田上　優月46 時1 分12 .42 秒09487

402 湯澤　秀孝 湯澤　冴心47 時1 分12 .52 秒83490

416 矢川　伸一 矢川　秀48 時1 分13 .23 秒55503

103 深渡　義哲 深渡　琉太49 時1 分13 .24 秒71505

415 佐々木　英雄 佐々木　諒空50 時1 分13 .37 秒88512
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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

親 子 の 部 部門別出走数 艇67 総出走数 艇671

464 金澤　紅空 金澤　覚郎51 時1 分13 .52 秒34522

660 高原　武志 高原　悠52 時1 分14 .17 秒80530

39 飯村　崇 飯村　陽永53 時1 分14 .51 秒40542

493 吉田　俊彦 吉田　博俊54 時1 分15 .31 秒40549

471 小田島　潤一 小田島　悠太55 時1 分15 .47 秒27555

655 宮野　健一 宮野　健叶56 時1 分16 .47 秒96571

670 柴田　学 柴田　莉乃57 時1 分17 .13 秒18578

220 阿部　裕也 阿部　凜果58 時1 分17 .23 秒39580

534 八角　淳 八角　香織59 時1 分18 .7 秒86593

614 長沼　俊介 長沼　結良60 時1 分18 .25 秒21599

593 木　立司 木　颯斗61 時1 分18 .33 秒62601

650 櫻井　琉翔 櫻井　英雄62 時1 分21 .3 秒88623

369 上舘　和憲 上舘　心結63 時1 分21 .20 秒04625

289 馬場　誠朗 馬場　奏輔64 時1 分22 .10 秒88629

7 菊池　泰斗 菊池　琥太郎65 時1 分28 .56 秒70652

519 佐藤　淑英 佐藤　結衣66 時1 分33 .50 秒00662

545 大柳　幸雄 大柳　晴太郎　 時- 分- .- 秒-リタイヤ


