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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

女 性 の 部 部門別出走数 艇92 総出走数 艇641

45 佐藤　恭子 佐藤　瑞穂1 時0 分47 .26 秒7319

75 松田　幸子 木村　孝子2 時0 分48 .30 秒6925

44 中村　和子 太野　尚子3 時0 分52 .23 秒7772

235 澤山　郁子 高橋　郁恵4 時0 分55 .20 秒07105

376 髙橋　則子 細川　泰子5 時0 分55 .58 秒04111

174 斉藤　亜梨沙 斉藤　世梨亜6 時0 分55 .58 秒60112

143 打越　和佳子 山中　清香7 時0 分56 .13 秒78115

304 佐藤　早央梨 田村　萌8 時0 分56 .27 秒98117

173 田村　裕子 川口　登美子9 時0 分57 .29 秒33137

184 菅原　佳奈子 村山　由紀10 時0 分58 .16 秒34155

142 玉山　麻美 下堀　志織11 時0 分58 .39 秒37162

145 武田　志鈴江 岩渕　奈美12 時0 分58 .49 秒62173

324 小原　祐美 立木　智大13 時0 分59 .39 秒24186

323 古舘　美穂 宮澤　実幸14 時0 分59 .41 秒24188

171 瀬川　理香 中嶋　千恵子15 時0 分59 .47 秒68191

93 栗山　聡美 米田　志保16 時0 分59 .49 秒32192

140 松森　さおり 菅原　由佳17 時1 分0 .27 秒40204

195 北舘　有紀子 中屋　陽子18 時1 分1 .4 秒63217

250 矢部　奈香 十和田　智子18 時1 分1 .4 秒63217

114 戸塚　美智子 笠間　康子20 時1 分1 .18 秒36221

246 菅原　佳奈 菅原　まどか21 時1 分1 .23 秒40224

165 作山　美穂 尾島　恵　22 時1 分1 .39 秒39231

690 千葉　久美子 藤村　由美23 時1 分1 .45 秒84235

338 藤原　真由美 吉田　陽子24 時1 分2 .15 秒59246

262 阿部　紗也加 阿部　史佳25 時1 分2 .19 秒73247
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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

女 性 の 部 部門別出走数 艇92 総出走数 艇641

32 藤村　容子 戸塚　愛枝26 時1 分2 .32 秒75256

375 山崎　加奈 菅原　梨恵27 時1 分2 .58 秒24266

239 菊池 藤村28 時1 分3 .0 秒25268

82 平澤　聡美 滝村　梢29 時1 分3 .28 秒03277

272 吉田　恵 鎌田　沙和30 時1 分3 .35 秒31283

525 厨　恵子 伊藤　幸代31 時1 分3 .38 秒40285

29 鈴木　安澄 佐藤　三和32 時1 分3 .43 秒58291

667 稲土　麻弥 佐々木　綾香33 時1 分3 .48 秒38293

81 藤本　直子 石頭　歩34 時1 分4 .6 秒47299

141 鎌田　理恵子 向田　佳代子35 時1 分4 .46 秒89310

139 八木　千栄 木戸口　真里子36 時1 分4 .54 秒21314

412 工藤　あさひ 工藤　あかね37 時1 分5 .3 秒91322

538 小山内　若菜 立波　沙也加38 時1 分5 .20 秒27325

182 笹原　千沙 木村　穂寿美39 時1 分6 .5 秒96330

418 芳賀　有沙 弐又　芽育40 時1 分6 .9 秒03332

668 秋山　望優 西　千秋41 時1 分6 .20 秒14336

150 小山田　美樹 三浦　深幸42 時1 分6 .28 秒26342

691 佐々木　徳子 菊地　まゆみ43 時1 分6 .44 秒55353

454 高橋 高橋44 時1 分7 .0 秒59359

245 渡部　文枝 佐藤　裕加45 時1 分7 .59 秒11377

79 中村　麻衣 澤久保　陽香46 時1 分8 .15 秒21383

399 森　裕子 上平　彩香47 時1 分8 .17 秒91385

27 草彅　美緒 平田　裕美48 時1 分8 .37 秒47392

128 佐藤　茜 髙橋　りえ49 時1 分8 .50 秒24399

387 王　聡子 松本　薫50 時1 分9 .36 秒76411
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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

女 性 の 部 部門別出走数 艇92 総出走数 艇641

509 千田　亜喜 赤澤　奈津美51 時1 分9 .43 秒49413

477 川又　亜紀 坂本　由紀子52 時1 分9 .46 秒57414

241 瀬川　天子 柳原　洋子53 時1 分10 .0 秒93416

115 松井　裕美 畠山　怜美54 時1 分10 .1 秒49417

448 熊谷 品川55 時1 分10 .6 秒62421

533 林　祐子 松下　翔子56 時1 分10 .10 秒02423

449 鹿野 澤村57 時1 分10 .16 秒01424

189 水谷　歩未 浅沼　翠58 時1 分10 .20 秒35425

486 若宮　萌 大坊　佳子59 時1 分11 .5 秒31444

551 陳場　智恵 井上　博子60 時1 分11 .15 秒77449

217 澤口　彩子 仲里　由実61 時1 分12 .11 秒26469

224 千葉　美麗 佐藤　古乃美62 時1 分12 .16 秒50471

340 加藤 沢口63 時1 分12 .21 秒26473

218 一兜　愛美 川村　志穂64 時1 分12 .47 秒84478

286 澤里 藤平65 時1 分12 .52 秒16479

488 佐藤　祐子 千葉　瑠美子66 時1 分13 .17 秒04488

371 長井　俊子 杉沢　瞳67 時1 分13 .42 秒39494

322 吉田　晴香 藤田　仁美68 時1 分14 .19 秒80509

680 佐々木　由希子 土橋　めぐみ69 時1 分14 .23 秒46510

565 山本　奈々 石田　桂子70 時1 分14 .27 秒15512

601 中川 曽我井71 時1 分14 .35 秒20513

236 玉熊　陽子 藤田　典子72 時1 分14 .42 秒88516

617 佐々木　悠 泉澤　恵子73 時1 分14 .54 秒67519

682 村田 吉田74 時1 分15 .39 秒99527

541 佐々　邦子 宇都宮　あゆみ75 時1 分16 .0 秒80534



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

2013年7月28日 開催

３７ Page 19/28
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女 性 の 部 部門別出走数 艇92 総出走数 艇641

206 山崎 大澤76 時1 分16 .1 秒10535

402 西舘　礼恵 村井　知恵77 時1 分16 .11 秒05537

329 金澤　恵 澤木　紀子78 時1 分16 .16 秒69539

186 工藤　恵理子 安部　光子79 時1 分16 .23 秒03540

341 東根　真知子 船越　久美子80 時1 分16 .37 秒36542

713 長谷川　雅子 若松　あかね81 時1 分17 .2 秒78549

519 佐藤　裕美 佐藤　さおり　82 時1 分17 .24 秒25552

414 布川 赤坂83 時1 分18 .6 秒77566

485 佐々木　香名子 藤原　愛美84 時1 分20 .4 秒25577

639 菅原　亜由美 若菜　美樹85 時1 分20 .8 秒29579

632 渡邉　里沙 藤原　崇子86 時1 分20 .38 秒04583

712 早川　ゆかり 酒井　由紀子87 時1 分20 .43 秒24584

598 福地 日津88 時1 分21 .5 秒21585

561 澤　真紀 内澤　千尋89 時1 分21 .57 秒69589

415 松岡　淳子 長谷川　京子90 時1 分23 .41 秒22600

120 中村　悦子 藤村　有子91 時1 分24 .18 秒11601

689 藤澤　沙弥香 佐藤　千春92 時1 分32 .10 秒95623


