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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60 総出走数 艇641

283 今野　祐記 今野　蒼馬1 時0 分49 .7 秒7630

396 熊谷　桂一 熊谷　圭悟2 時0 分49 .54 秒5142

300 赤坂　俊樹 赤坂　俊哉3 時0 分50 .11 秒8248

77 我妻　利章 我妻　利史4 時0 分52 .52 秒0678

534 吉田　孝司 吉田　大河5 時0 分56 .51 秒61125

545 田村　大斗 田村　春彦6 時0 分57 .25 秒16135

468 遠藤　誠 遠藤　成実7 時0 分58 .26 秒80157

420 金谷　秀樹 金谷　大地8 時0 分58 .34 秒36160

455 林　正 林　右京9 時0 分59 .18 秒69182

3 藤野　靖久 藤野　日菜子10 時0 分59 .54 秒27194

702 竹林 小瀬川11 時1 分0 .53 秒52214

437 齊藤　正明 齊藤　正大朗12 時1 分1 .52 秒21238

693 上野　敏明 上野　涼13 時1 分2 .3 秒18243

60 高橋　剛 高橋　原14 時1 分2 .10 秒54244

398 髙橋　豊 髙橋　龍地15 時1 分2 .14 秒87245

600 太田原　菜緒 太田原　健二16 時1 分2 .20 秒94248

237 藤村　日南花 藤村　誠17 時1 分2 .43 秒06260

469 成澤　直樹 成澤　凜之介18 時1 分3 .40 秒16286

39 川上　航平 川上　穣久19 時1 分4 .4 秒72297

512 高橋　忠和 高橋　寛知20 時1 分4 .47 秒77311

514 佐々木　久哉 佐々木　雄斗21 時1 分4 .50 秒04312

151 鎌田　康嗣 鎌田　祐実22 時1 分4 .59 秒48317

392 大澤　暁 大澤　和志23 時1 分5 .3 秒29320

401 浅沼 浅沼24 時1 分6 .9 秒95333

540 藤原　和隆 藤原　舜介25 時1 分6 .41 秒05349
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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60 総出走数 艇641

181 渡辺　淳 渡辺　陽26 時1 分6 .49 秒96354

356 金澤　覚郎 金澤　青空27 時1 分8 .31 秒61390

330 向井田　拓実 向井田　泰子28 時1 分8 .34 秒57391

631 八巻　卓 八巻　匠29 時1 分8 .51 秒74400

179 松宮　浩司 松宮　司　30 時1 分8 .55 秒25401

411 伊東　忠之 伊東　星璃31 時1 分8 .58 秒49403

240 森山　大志 森山　拓也32 時1 分9 .19 秒51405

196 猪狩　重雄 飯田　瑛介33 時1 分9 .34 秒41410

345 川上　博基 川上　愛咲子34 時1 分10 .55 秒14438

136 白澤　耕誠 湯澤　舜35 時1 分11 .14 秒21448

413 土田　慎太郎 土田　悠太36 時1 分11 .22 秒11454

526 伊藤　薫樹 伊藤　朱里37 時1 分11 .26 秒64456

585 金田一　敦司 金田一　光基38 時1 分11 .55 秒88463

228 金子　修治 金子　颯汰39 時1 分12 .14 秒49470

572 齊藤　英朗 齊藤　遥菜40 時1 分12 .39 秒79476

78 佐藤　一也 佐藤　明日香41 時1 分13 .7 秒95485

675 宮野　健一 宮野　健叶42 時1 分13 .8 秒44486

200 君成田　旭 君成田　昌大43 時1 分13 .38 秒64492

403 横屋　晃 横屋　美蘭44 時1 分13 .49 秒77497

177 玉木　健 玉木　桃香45 時1 分13 .56 秒59501

643 橋場　健太 橋場　広治46 時1 分13 .57 秒25502

325 佐藤　稔 佐藤　美穂47 時1 分14 .35 秒57514

492 田近　滋 田近　正汰朗48 時1 分14 .37 秒46515

292 山﨑 山﨑49 時1 分14 .45 秒72517

227 佐藤　充 佐藤　春歌50 時1 分14 .47 秒61518
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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60 総出走数 艇641

457 日山　美智子 日山　英美51 時1 分15 .28 秒36524

424 小野寺 小野寺52 時1 分17 .13 秒44551

69 林　雄史 林　咲良53 時1 分17 .26 秒98554

201 磯野 磯野54 時1 分17 .37 秒34557

630 山口　徹 山口　佑樹55 時1 分17 .45 秒13558

487 大庭　英樹 大庭　龍之介56 時1 分22 .42 秒30592

660 千葉　篤志 千葉　晟良57 時1 分22 .49 秒10594

225 長澤　武久 長澤　幹太58 時1 分25 .37 秒08604

226 武田　雅之 武田　啓杜59 時1 分25 .38 秒07605

688 川村　伸也 成田　龍之介60 時1 分32 .10 秒31622


