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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96 総出走数 艇690

8 佐藤　恭子 佐藤　瑞穂1 時0 分44 .26 秒2118

282 小原 山本2 時0 分48 .5 秒3460

87 澤山　郁子 高橋　郁恵3 時0 分49 .26 秒5881

99 古舘　美穂 宮澤　実幸4 時0 分50 .2 秒8288

142 斉藤　亜李沙 斉藤　世梨亜5 時0 分50 .15 秒5292

146 瀬川　理香 中嶋　千恵子6 時0 分51 .21 秒57112

57 村山　由紀 菅原　佳奈子7 時0 分51 .41 秒45118

145 田村　裕子 川口　登美子8 時0 分52 .7 秒61125

176 武田　志鈴江 岩渕　奈美9 時0 分53 .24 秒98148

206 吉田　恵 村上　沙和10 時0 分54 .28 秒27165

97 藤村　靖子 高松　幸乃11 時0 分54 .47 秒53169

12 帷子　朋子 戸来　晃子12 時0 分54 .49 秒46174

323 古川　里緒菜 横屋　沙耶花13 時0 分55 .39 秒65188

541 佐々木 西14 時0 分56 .23 秒96200

259 戸塚　美智子 笠間　康子15 時0 分56 .27 秒14204

258 佐藤　綾美 佐藤　素子16 時0 分56 .46 秒99213

56 工藤　恵理子 安部　光子17 時0 分56 .57 秒93219

129 平澤　聡美 佐々木　麻衣18 時0 分57 .25 秒36231

177 森　美枝子 小笠原　麗成19 時0 分57 .26 秒83233

128 澤久保　陽香 滝村　梢20 時0 分57 .34 秒87237

523 竹田　真弓 山本　加奈絵21 時0 分58 .8 秒22247

260 岩崎　真澄 熊谷　希里22 時0 分58 .17 秒25253

37 栗山　聡美 米田　志保23 時0 分58 .19 秒61255

199 大澤　奈美子 髙橋　君江24 時0 分58 .39 秒20264

152 紀田　友枝 戸井口　淳子25 時0 分58 .50 秒23267
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女 性 の 部 部門別出走数 艇96 総出走数 艇690

414 齊藤　みゆき 赤澤　里美26 時0 分59 .1 秒14272

98 田村　祐美 岡　智大27 時0 分59 .4 秒67275

178 玉山　麻美 鈴木　志織28 時0 分59 .13 秒77276

127 畠山　歩 藤本　直子29 時0 分59 .23 秒93282

648 三河　なつみ 須藤　梓30 時1 分0 .4 秒91299

478 田村　ちひろ 伊東　香織31 時1 分0 .18 秒77303

574 千葉　久美子 藤村　由美32 時1 分0 .33 秒23309

365 渡部　めぐみ 田代　侑衣33 時1 分0 .42 秒73318

497 関野　里美 平野　智恵34 時1 分0 .54 秒58323

351 福地　美佐子 女鹿　知穂子35 時1 分1 .17 秒43335

60 笹原　千沙 木村　穂寿美36 時1 分1 .27 秒06338

207 吉田　陽子 岩本　真理37 時1 分1 .50 秒78350

237 長谷川　恭子 中村　恭子38 時1 分1 .51 秒60351

672 佐伯　絵里 徳永　花蓮39 時1 分2 .3 秒85356

147 川口　彩 武蔵　優美40 時1 分2 .8 秒20358

191 元山　素直 阿部　ま琴41 時1 分2 .13 秒03361

16 佐々木 齊藤42 時1 分2 .24 秒14363

364 佐藤 山﨑43 時1 分2 .25 秒52366

681 畠澤　美千絵 吉島　由子44 時1 分2 .37 秒59373

215 菊池　麻衣子 長村　知郁45 時1 分2 .41 秒38377

701 床尾　明子 渋谷　紗知46 時1 分2 .43 秒76378

216 武蔵　加乃子 阿部　直子47 時1 分2 .44 秒79379

187 山中　清香 菅原　由佳48 時1 分2 .45 秒32380

240 後藤　友里 川村　佳子49 時1 分3 .0 秒23387

83 工藤　あさひ 工藤　あかね50 時1 分3 .8 秒95391
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女 性 の 部 部門別出走数 艇96 総出走数 艇690

70 菅野 東51 時1 分3 .19 秒93396

69 片桐 内沢52 時1 分3 .35 秒81404

277 橋本　真由 大向　麻知子53 時1 分3 .43 秒15408

86 澤田　奈緒 舘澤　有美54 時1 分3 .45 秒56411

59 北島　真弓 坂本　久美子55 時1 分4 .11 秒42424

278 東根 船越56 時1 分4 .23 秒68432

182 中谷地　由紀 中村　祥57 時1 分4 .26 秒81433

188 二階堂　真裕子 佐々木　友恵58 時1 分4 .48 秒00443

179 高橋　理恵子 坂本　佳代子59 時1 分4 .51 秒62446

84 齊藤　美穂 笠井　芳子60 時1 分5 .18 秒76456

416 林　智子 小田島　貴子61 時1 分5 .28 秒85459

154 廣瀬　弓子 下曽根　恵子62 時1 分5 .40 秒23464

604 小原　祥子 山崎　祐里63 時1 分5 .57 秒63467

180 佐藤　由依 立花　朱里64 時1 分5 .59 秒95468

379 高野　真澄 鈴木　琴美65 時1 分6 .7 秒74470

239 澤口　彩子 吉田　恵梨66 時1 分6 .39 秒20477

626 菱川　由記 関　友恵67 時1 分7 .6 秒60486

285 高橋　未樹 三浦　恵理68 時1 分7 .28 秒51490

580 福地　直実 日津　茜69 時1 分7 .38 秒05492

493 溝口 照井70 時1 分7 .46 秒12495

705 酒井　由紀子 米田　さとり71 時1 分8 .15 秒73507

545 佐々木　遥菜 稲土　麻弥72 時1 分8 .38 秒12513

676 伊藤　まどか 柳沢　佳寿枝73 時1 分8 .38 秒70514

333 中嶋　美菜子 戸田　喜保子74 時1 分9 .37 秒23528

529 稲垣　晴香 佐藤　春香75 時1 分9 .37 秒71530
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51 及川　夕香里 千葉　美香76 時1 分10 .24 秒93544

211 高橋　奏 田口　寿里77 時1 分10 .34 秒18548

43 村田 吉田78 時1 分10 .49 秒83555

625 小林　香織 南　佑79 時1 分11 .18 秒69558

32 中村 佐々木80 時1 分11 .30 秒53559

583 篠原 石井81 時1 分11 .58 秒82565

243 髙橋　律子 廣田　麿里亜82 時1 分12 .35 秒68574

422 伊香 白藤83 時1 分13 .45 秒31590

186 伊藤　智子 野崎　愛子84 時1 分15 .26 秒07609

671 筑島　菜緒 千田　栞里85 時1 分15 .37 秒33610

171 川向 山田86 時1 分16 .22 秒04616

223 三上　友絵 福澤　篤子87 時1 分17 .1 秒80621

628 作山　祥枝 川村　富美子88 時1 分17 .48 秒52625

592 野川　ちひろ 八星　真里子89 時1 分18 .14 秒45633

224 鹿内　麻由美 江良　麻衣子90 時1 分18 .26 秒50638

477 佐藤　裕美 八幡　芳美91 時1 分18 .53 秒54643

217 中村　晴美 佐々木　則子92 時1 分20 .20 秒99650

113 玉熊　陽子 藤田　典子93 時1 分20 .36 秒24652

629 佐々木　佳寿美 佐々木　愛佳94 時1 分22 .57 秒04664

507 佐藤　祐綺 佐々木　里菜95 時1 分26 .52 秒57675

334 岡本　律子 細川　千恵子96 時1 分32 .27 秒11679


