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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54 総出走数 艇605

134 小原　力斗 小原　研一1 時0 分49 .52 秒8145

269 髙橋　秀之 髙橋　匡輝2 時0 分51 .7 秒7062

89 吉田　直樹 吉田　彩耶3 時0 分51 .39 秒3270

243 榑林　秀樹 榑林　巧4 時0 分53 .15 秒8589

349 吉田　克弘 吉田　弘仁5 時0 分54 .26 秒43103

178 熊谷　桂一 熊谷　圭悟6 時0 分54 .33 秒95105

577 盛田　哲郎 盛田　悠生7 時0 分55 .46 秒18125

469 藤村　淳人 藤村　直輝8 時0 分56 .7 秒95132

2 我妻　利章 我妻　章太9 時0 分56 .8 秒80134

593 野里　洋介 野里　夏彩10 時0 分56 .20 秒83137

516 金澤　まゆみ 金澤　孟11 時0 分59 .32 秒80190

369 田村　大斗 田村　春彦12 時1 分1 .18 秒36225

251 伊藤　欣司 伊藤　知欣13 時1 分1 .50 秒27235

84 照井　健 照井　裕紀恵14 時1 分1 .57 秒73237

8 西本　哲也 西本　愛15 時1 分2 .21 秒51245

408 小田中 小田中16 時1 分2 .30 秒18249

26 湯澤　耕一 湯澤　秀太17 時1 分2 .54 秒75259

107 大坂　淳 大坂　理冴18 時1 分3 .11 秒42265

223 橋本　雄一 橋本　歩佳19 時1 分4 .31 秒43279

389 吉田　孝司 吉田　大河20 時1 分4 .37 秒44282

5 古川　沙敏 古川　聖来21 時1 分5 .13 秒36293

551 小國　裕一 小國　大晟22 時1 分5 .24 秒65296

250 村上　文哉 村上　澄恵23 時1 分6 .41 秒09316

189 嶌田　洋一 嶌田　賢太郎24 時1 分6 .55 秒64319

153 湯淺　彰弘 湯淺　颯太25 時1 分7 .44 秒45327
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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54 総出走数 艇605

561 太田原　春菜 太田原　久美26 時1 分8 .20 秒18336

239 泉川　渓太 泉川　和志27 時1 分9 .4 秒86350

537 服部　喜晃 服部　りさ子28 時1 分9 .11 秒66351

240 泉川　大智 泉川　智29 時1 分9 .14 秒08353

375 木村　祐輔 木村　恒太郎30 時1 分9 .18 秒24355

560 太田原　健二 太田原　菜緒31 時1 分9 .19 秒95356

102 鎌田　康嗣 鎌田　祐実32 時1 分10 .13 秒43373

581 坂本　仁 坂本　翔海33 時1 分10 .26 秒49376

132 大坪　貴史 大坪　優乃34 時1 分10 .30 秒03380

165 田中　聡男 田中　雄大35 時1 分10 .55 秒54391

228 佐々木　和浩 佐々木　柚香36 時1 分11 .43 秒78406

147 齊藤　正明 齊藤　正大朗37 時1 分11 .46 秒88407

92 及川　茂夫 及川　響38 時1 分12 .21 秒94415

88 宮野　秀幸 宮野　泰成39 時1 分13 .53 秒04444

486 渡辺　正和 渡辺　夏菜40 時1 分14 .36 秒10461

208 一本木　修 一本木　大貴41 時1 分15 .13 秒74468

358 八角　淳 八角　遼平42 時1 分15 .33 秒28478

396 橋場　広治 橋場　菜那43 時1 分16 .42 秒34491

412 小水内　長功 小水内　優奈44 時1 分16 .44 秒77492

570 新田　浩幸 新田　倖大45 時1 分17 .1 秒77499

179 長沼 長沼46 時1 分17 .20 秒84503

176 玉木　健 玉木　穂香47 時1 分17 .21 秒42504

328 佐藤　淑英 佐藤　紗衣48 時1 分17 .34 秒20508

536 芦川　剛 芦川　凱49 時1 分19 .15 秒19517

582 田近　滋 田近　雪野50 時1 分20 .4 秒63528
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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54 総出走数 艇605

576 氣仙　享昇 氣仙　ほのか51 時1 分20 .52 秒77538

256 佐藤　一 佐藤　龍之介52 時1 分20 .56 秒46539

129 下野 下野53 時1 分28 .54 秒56578

311 品川　しのぶ 品川　英俊54 時1 分41 .16 秒92591


