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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132 総出走数 艇641

43 佐藤　努 佐藤　奈保子1 時0 分44 .26 秒803

169 赤坂　繁忠 遠藤　雅子2 時0 分45 .5 秒635

17 江刺　孝浩 江刺　直美3 時0 分45 .21 秒866

58 眞岩　正行 眞岩　りか4 時0 分48 .50 秒5527

83 菅原　亮香 菅原　一5 時0 分49 .2 秒9328

377 川守　健士 山田　茉未6 時0 分49 .12 秒5331

52 髙野　真澄 石川　真一7 時0 分51 .24 秒5263

703 今宮　正彦 今宮　睦美8 時0 分52 .29 秒6974

288 藤井　伸 藤井　律子　9 時0 分53 .32 秒8485

51 中村　純夫 黄川田　佳苗10 時0 分53 .36 秒2086

456 小笠原　雄太 福田　真弓11 時0 分53 .37 秒6787

55 五十嵐　淳一 村上　奈保子12 時0 分54 .53 秒5999

252 三浦　慎平 三浦　香織13 時0 分55 .31 秒09106

175 欠畑　直之 高藤　瞳14 時0 分56 .39 秒36120

11 佐藤 吉田15 時0 分56 .49 秒21124

130 大下　隆志 晴山　妙子16 時0 分56 .58 秒52126

202 佐藤　良久 佐藤　立子17 時0 分57 .28 秒18136

339 加藤 佐々木18 時0 分57 .38 秒20141

1 平賀　一也 平賀　真紀19 時0 分58 .39 秒96164

192 工藤　薫 三田　俊成20 時0 分58 .46 秒00168

369 森　美枝子 立野　航希21 時0 分58 .46 秒14169

134 湯澤　耕一 湯澤　弘子22 時0 分58 .46 秒25170

49 北田　学 阿部　惠23 時0 分58 .46 秒52171

53 朽木　克志 朽木　美幸24 時0 分58 .47 秒93172

54 漆田　真理 王　宏25 時0 分59 .2 秒27179
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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132 総出走数 艇641

131 阿部　伸幸 阿部　奈央26 時0 分59 .57 秒70197

289 梅村　作松 照井　裕子27 時1 分0 .29 秒02206

319 松木　史子 福山　芳伸28 時1 分0 .32 秒41208

71 古川　沙敏 古川　瀬知29 時1 分0 .37 秒79209

24 松田　直 松田　彩30 時1 分0 .51 秒78213

56 平野原　好彦 三澤　紀代子31 時1 分0 .54 秒69215

539 小山内　博人 小山内　真由美32 時1 分1 .12 秒00219

331 松田　修 小笠原　紗弓33 時1 分1 .13 秒64220

390 小田　竜悟 小田　康子34 時1 分1 .21 秒02223

50 八木橋　匠子 田中　宏明35 時1 分1 .27 秒45227

696 本田　満 春原　瑠偉36 時1 分1 .39 秒98232

609 髙橋　輝雄 石橋　寿子37 時1 分1 .40 秒83234

326 小野寺　和幸　 小野寺　江梨子38 時1 分1 .59 秒00240

135 兼平　正寛 兼平　仁子39 時1 分2 .24 秒76253

238 佐々木　 伊藤40 時1 分2 .32 秒04255

417 及川　優也 三河　美彩紀41 時1 分2 .34 秒86257

511 宮野　仁 吉田　亜里加42 時1 分2 .53 秒82264

268 矢羽々　正行 藤村　麻衣子43 時1 分3 .16 秒59273

147 佐々木　拓哉 千葉　夏絵44 時1 分3 .25 秒40274

132 本舘　文名 髙木　義寛45 時1 分3 .26 秒38275

385 平山　智宏 澤田　奈緒46 時1 分3 .34 秒54281

355 斉藤　雄介 福士　恵理47 時1 分3 .35 秒18282

518 高橋　明日美 楠田　拓郎48 時1 分3 .56 秒30295

144 阿部　慎太郎 佐々木　詩織49 時1 分4 .20 秒90302

213 高橋　律子 吉谷地　洋輔50 時1 分4 .22 秒02303
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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132 総出走数 艇641

507 竹花　純哉 佐々木　理沙51 時1 分4 .26 秒09304

516 真下　利幸 真下　牧子52 時1 分4 .37 秒09307

129 石川　毅 細川　智子53 時1 分4 .42 秒55308

191 野村　慎 岩戸　清香54 時1 分4 .45 秒63309

146 吉田　恭平 佐々木　彩55 時1 分4 .53 秒65313

281 小山　諒督 村上　ゆかり56 時1 分5 .6 秒18324

282 小山　盛次 小山　恭子57 時1 分5 .26 秒30327

40 前川　茂 前川　万里子58 時1 分5 .42 秒87328

662 吉田　賢永 吉田　美鈴59 時1 分6 .2 秒57329

429 松本　知彦 松本　範子60 時1 分6 .13 秒45334

80 守口　知 佐々木　麻衣61 時1 分6 .23 秒45338

564 萩尾　亮典 宮本　真規子62 時1 分6 .31 秒41344

482 大西　尚樹 Martin-Buck Christ
ine

63 時1 分6 .33 秒11345

428 今井　知弘 今井　陽子64 時1 分6 .41 秒39350

290 川尻　恵理子 西　功65 時1 分7 .1 秒70361

336 中島　祥文 杉谷　美紀66 時1 分7 .5 秒03364

386 清水　巧治 舘澤　有美67 時1 分7 .11 秒80368

208 蔦谷 菊池68 時1 分7 .25 秒27371

603 矢野　祥一 齋藤　美規69 時1 分7 .56 秒50376

351 八木　優大 鈴木　世里子70 時1 分7 .59 秒78378

37 小澤　夢也 上屋敷　知沙希71 時1 分8 .12 秒12381

479 大木　高志 大木　和恵72 時1 分8 .30 秒71389

62 山本　隆広 山本　伸江73 時1 分8 .38 秒35394

494 触沢 澤口74 時1 分8 .46 秒50397

149 佐野　美穂 ヒルツ　ティモシー75 時1 分9 .26 秒30406
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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132 総出走数 艇641

633 鈴木　健二 関　美穂子76 時1 分9 .51 秒70415

335 木村　・己 中村　美里77 時1 分10 .2 秒71418

423 佐藤　智 清見　育子78 時1 分10 .24 秒65426

431 橋本　大和 橋本　真由79 時1 分10 .28 秒15427

183 松長根　雅幸 佐藤　知美　80 時1 分10 .37 秒30429

614 外舘　幸敏 外舘　陽子81 時1 分10 .43 秒15430

251 高橋　由美 中村　一生82 時1 分10 .52 秒80436

354 南幅　剛 南幅　琳華83 時1 分10 .57 秒06441

317 伊藤　有美 伊東　雄志84 時1 分11 .2 秒30443

697 松坂　和也 豊間根　望美85 時1 分11 .13 秒76447

25 内田 徳田86 時1 分11 .36 秒49461

299 及川　伸也 及川　朋美87 時1 分11 .53 秒77462

63 佐藤 佐藤88 時1 分11 .58 秒71465

347 加藤　美早紀 村上　力89 時1 分11 .58 秒75466

694 上野　香織 佐々木　啓史90 時1 分12 .18 秒43472

10 中村 中村91 時1 分12 .29 秒27475

318 小西　陽子 甘利　雅昭92 時1 分13 .3 秒25482

349 水上　裕嗣 駒井　彩93 時1 分13 .13 秒86487

679 畑　秀輔 川村　雅紗美94 時1 分13 .29 秒58490

537 延足　悟志 吉川　智子95 時1 分13 .29 秒83491

368 阿部　太樹 阿部　あゆみ96 時1 分13 .54 秒73498

203 小野　澄江 小野　晃97 時1 分13 .59 秒15504

215 齊藤　崇 齊藤　喜子98 時1 分14 .2 秒70505

604 小野寺　義昭 小野寺　恵美子99 時1 分14 .7 秒93507

510 上舘　和憲 熊谷　佳代100 時1 分14 .15 秒40508
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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132 総出走数 艇641

695 冨澤　勇貴 髙橋　未知101 時1 分14 .24 秒25511

692 佐瀬　智洋 中村　さやか102 時1 分15 .23 秒14523

472 若澤　幸基 若澤　幸子103 時1 分15 .53 秒10529

484 池田　正芳 島内　早紀子104 時1 分15 .54 秒08530

229 根子　智明 根子　陵子105 時1 分15 .55 秒00531

416 土屋　一也 土屋　由華利106 時1 分16 .38 秒93543

676 小田島　勉 三浦　亜矢子107 時1 分16 .48 秒45544

528 番場　光貴 番場　智香108 時1 分16 .56 秒53545

574 田谷 橋本109 時1 分17 .12 秒46550

698 伊藤　欣司 伊藤　ひとみ110 時1 分17 .27 秒07555

388 倉本　穣 倉本　真由美111 時1 分17 .27 秒68556

209 戸田 加賀112 時1 分18 .23 秒48568

210 竹原 菊地113 時1 分18 .49 秒53572

521 旭　真来 菅原　教史114 時1 分20 .23 秒71580

522 藤澤　佑香 藤島　行輝115 時1 分21 .8 秒27586

535 中里 柿木116 時1 分21 .46 秒50587

273 加藤　剛 赤澤　知香117 時1 分21 .53 秒18588

334 臼井 馬渕118 時1 分22 .45 秒49593

570 佐藤 佐藤119 時1 分23 .1 秒89595

699 竹花 坂本120 時1 分23 .19 秒70597

700 伊藤 伊藤121 時1 分23 .20 秒34598

701 佐々木 佐々木122 時1 分23 .20 秒89599

581 菅原　清隆 和泉　はる香123 時1 分26 .1 秒26606

563 篠崎　和也 日下部　有希124 時1 分26 .7 秒56607

599 福士 勝山125 時1 分26 .42 秒80609
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混 合 の 部 部門別出走数 艇132 総出走数 艇641

358 柴田　卓也 柴田　和子126 時1 分27 .58 秒69611

447 井上　渉 井上　由香127 時1 分28 .58 秒46612

357 梅原　真潮 梅原　香織128 時1 分31 .17 秒91615

687 小山内　勤 成田　美穂子129 時1 分32 .9 秒97621

636 山本　祐子 渡辺　聡史130 時1 分37 .8 秒24630

637 佐藤　大樹 菊池　真知子131 時1 分37 .8 秒44631

154 熊谷　浩 熊谷　明子132 時2 分17 .7 秒54636


