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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76 総出走数 艇690

190 田屋　巧 田屋　成基1 時0 分41 .14 秒774

307 今野　祐記 今野　蒼馬2 時0 分42 .0 秒1610

108 大隈　はな 大隈　健五3 時0 分47 .3 秒4544

393 三ヶ森　善智 三ヶ森　秀典4 時0 分47 .50 秒1856

10 菅原　陸翔 菅原　一5 時0 分47 .50 秒2157

572 八重樫 八重樫6 時0 分48 .3 秒1059

52 智田　文徳 智田　康介7 時0 分49 .22 秒5080

452 林　正 林　右京8 時0 分50 .42 秒66101

122 赤坂　俊樹 赤坂　卓哉9 時0 分51 .48 秒35120

137 佐藤　忍 佐藤　はるか10 時0 分52 .8 秒29126

475 小笠原　匠 小笠原　新11 時0 分52 .13 秒33128

17 吉田　孝司 吉田　大河12 時0 分52 .21 秒71131

269 兼平　正寛 今野　結月13 時0 分53 .14 秒42144

6 遠藤　誠 遠藤　成実14 時0 分54 .48 秒09171

601 宮野　健一 宮野　健叶15 時0 分56 .11 秒25196

11 岩渕　忠徳 岩渕　慎16 時0 分56 .42 秒64209

517 佐々木　久哉 佐々木　雄斗17 時0 分57 .23 秒71229

140 小野　一隆 小野　智大18 時0 分57 .43 秒89241

225 永島　孝治 永島　滉太19 時0 分57 .46 秒10243

15 藤野　靖久 藤野　日花里20 時0 分58 .58 秒25271

149 小田島　春美 小田島　義通21 時0 分59 .1 秒39273

555 成澤　直樹 成澤　凜之介22 時0 分59 .31 秒32286

2 阿部　孝徳 阿部　心音23 時0 分59 .44 秒71291

637 蜂谷　昭吾 蜂谷　優唯24 時0 分59 .53 秒96294

537 菊地　陽南子 菊地　明浩25 時0 分59 .55 秒11295
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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76 総出走数 艇690

271 神　智裕 湯澤　舜26 時1 分0 .9 秒63300

27 齊藤　英朗 齊藤　絢菜27 時1 分0 .27 秒55306

65 工藤　尚 工藤　壮太28 時1 分0 .32 秒90308

299 猪狩　重雄 飯田　瑛介29 時1 分0 .41 秒48315

305 松宮　浩司 松宮　司30 時1 分1 .6 秒67327

395 木村　健 木村　史緒31 時1 分1 .18 秒08336

371 上野　靖之 上野　結衣凪32 時1 分1 .30 秒45340

109 大隈　うた 大隈　聡子33 時1 分1 .45 秒89348

378 金澤　青空 金澤　覚郎34 時1 分2 .26 秒17367

169 古舘　貴光 古舘　尚登35 時1 分2 .30 秒28369

357 小泉　正道 小泉　輝36 時1 分2 .59 秒64386

465 中原　憲一 中原　彩夏37 時1 分3 .1 秒17388

538 斎藤　貴光 斎藤　修吾38 時1 分3 .2 秒06389

614 柏木　郁也 柏木　優作39 時1 分3 .18 秒79395

697 津内口　佳雄 津内口　千絵40 時1 分3 .33 秒91403

272 白澤　耕誠 今野　雄河41 時1 分3 .44 秒01409

613 柴田 柴田42 時1 分3 .52 秒83416

281 照井　純 照井　勇人43 時1 分3 .56 秒57418

160 藤村　日南花 藤村　誠44 時1 分4 .23 秒33431

82 谷本　知里 谷本　智哉45 時1 分4 .40 秒96437

107 内園　正文 内園　千太46 時1 分5 .2 秒02449

110 久保　智史 久保　いちか47 時1 分5 .6 秒74451

45 菅野　仁一 菅野　祥馬48 時1 分5 .9 秒88452

9 伊藤　清輝 伊藤　詩葉49 時1 分5 .44 秒43465

381 渡辺　淳 渡辺　陽50 時1 分6 .5 秒54469
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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76 総出走数 艇690

661 小綿　隼人 小綿　喜美男51 時1 分6 .14 秒29472

135 吉田　幸司 吉田　結人52 時1 分6 .17 秒24473

370 神山　真綾 神山　誠53 時1 分6 .23 秒34475

540 坂本　心咲 坂本　仁54 時1 分6 .53 秒07482

166 高橋　幸治 高橋　満也55 時1 分8 .5 秒59499

554 馬場　誠朗 馬場　美凪56 時1 分8 .49 秒71518

470 渡辺　正和 渡辺　一諒57 時1 分9 .8 秒36522

306 吉田　匡宏 吉田　知生58 時1 分9 .43 秒06531

437 西川 西川59 時1 分10 .17 秒72541

444 湯澤 湯澤60 時1 分10 .29 秒17546

443 宮前 宮前61 時1 分10 .32 秒68547

560 金子 金子62 時1 分11 .50 秒11563

413 阿部　博明 阿部　楓夏63 時1 分13 .31 秒42588

455 畠山　直樹 畠山　優輝64 時1 分14 .3 秒47593

636 飯塚　康博 飯塚　桃風65 時1 分14 .31 秒65602

557 川村　智朗 川村　菜々美66 時1 分14 .54 秒02604

76 長澤　武久 長澤　将吾67 時1 分15 .7 秒80606

228 一本木　修 一本木　亮貴68 時1 分15 .25 秒90608

435 千葉　一弘 千葉　匠真69 時1 分15 .55 秒79611

232 佐藤　晋作 佐藤　虹太郎70 時1 分15 .58 秒89612

304 村上　豊 村上　葵71 時1 分16 .4 秒69613

412 下野　裕之 下野　恭72 時1 分16 .7 秒88614

328 君成田　旭 君成田　晋也73 時1 分17 .29 秒89623

77 佐藤　允 佐藤　春歌74 時1 分17 .35 秒45624

536 小田島 小田島75 時1 分19 .13 秒15646
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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76 総出走数 艇690

657 丸山　孝作 丸山　久春76 時1 分50 .49 秒81686


