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

2018年7月29日 開催

４２ Page 16/29

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97 総出走数 艇671

246 佐藤　恭子 佐藤　瑞穂1 時0 分47 .56 秒4124

160 小笠原　結 山影　亜希子2 時0 分51 .17 秒5558

158 瀬川　理香 中嶋　千恵子3 時0 分52 .32 秒1572

243 齊藤　仁美 佐藤　由紀恵4 時0 分53 .41 秒3285

167 田村　裕子 川口　登美子5 時0 分54 .5 秒8992

174 斉藤　亜李沙 斉藤　世梨亜6 時0 分54 .48 秒96100

376 大須賀　好美 花塚　慈子7 時0 分55 .6 秒72105

552 内田　典子 田中　裕夏子8 時0 分55 .18 秒50113

325 中村　美央 佐々木　里佳9 時0 分56 .3 秒47123

387 舘向　絵利香 三田村　留美10 時0 分57 .28 秒41145

133 武田 坂本11 時0 分58 .31 秒66166

378 眞岩　りか 菊池　久子12 時0 分58 .35 秒68169

159 佐々木　智子 関　美穂子13 時0 分58 .51 秒74172

393 鈴木　朋代 鈴木　美咲14 時0 分59 .7 秒88176

326 後藤　由望 杉山　佳代15 時0 分59 .10 秒03177

36 滝村　梢 澤久保　陽香16 時0 分59 .43 秒78191

131 早坂 佐藤17 時0 分59 .48 秒74193

37 佐々木　麻衣 近藤　淑子18 時1 分0 .24 秒20201

288 佐保　絢子 長澤　敦子19 時1 分0 .24 秒32202

681 千葉　久美子 藤村　由美20 時1 分0 .26 秒63203

341 宮澤　実幸 田村　祐美21 時1 分0 .57 秒85219

132 髙橋 中村22 時1 分1 .2 秒54221

363 佐藤　彩夏 佐藤　安子23 時1 分1 .3 秒87222

38 中村　麻衣 藤本　直子24 時1 分1 .17 秒64226

108 笠間　康子 小野寺　和恵25 時1 分1 .19 秒82227



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

2018年7月29日 開催

４２ Page 17/29

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97 総出走数 艇671

210 玉谷　景子 一ノ渡　美春26 時1 分1 .40 秒81238

99 柴田　加奈 幅下　典子27 時1 分2 .50 秒92263

394 斎藤　瞳 田村　早紀28 時1 分3 .7 秒34271

106 中塚　清香 成田　由美29 時1 分3 .9 秒61272

177 桐山　恵 熊谷　佳応子30 時1 分3 .14 秒95275

209 藤村　彩佳 岩城　咲弥31 時1 分3 .20 秒54279

47 齊藤　咲紀 佐藤　絢香32 時1 分4 .6 秒19299

142 千葉　真琴 高橋　奈緒美33 時1 分4 .16 秒61303

427 小田　明美 小田　三津子34 時1 分4 .25 秒52304

414 川野　八千代 伊藤　七恵35 時1 分4 .29 秒20307

412 高橋　愛子 明堂　由香36 時1 分4 .37 秒55309

237 藤村　裕子 藤村　この葉37 時1 分4 .50 秒96311

13 吉田　潮里 住吉　美穂38 時1 分4 .58 秒23315

659 髙橋　和子 吉田　涼香39 時1 分5 .1 秒03316

398 澤野　沙織 庄野　愛子40 時1 分5 .8 秒55319

206 大澤　久美子 友安　弘美41 時1 分5 .28 秒36328

424 高橋　玲子 斉藤　みゆき42 時1 分5 .31 秒75331

236 吉田　晃乃美 白藤　綾43 時1 分5 .40 秒46337

505 米田　七海 伊瀬谷　沙織44 時1 分5 .41 秒48340

324 佐藤 鈴木45 時1 分5 .42 秒45341

675 松尾 木地谷46 時1 分5 .54 秒52346

46 金野　まなみ 佐藤　梨那47 時1 分6 .11 秒09353

130 北島 安田48 時1 分7 .2 秒84368

229 髙屋敷　海優 工藤　千夏49 時1 分7 .3 秒61369

207 加藤　洋子 中村　菊子50 時1 分7 .6 秒95370
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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97 総出走数 艇671

256 小野　菜央 岡本　杏奈51 時1 分7 .18 秒61376

561 藤原　令 荒矢　恵莉花52 時1 分7 .35 秒15380

137 出川 佐々木53 時1 分8 .1 秒34390

482 岩﨑　節子 中野　風子54 時1 分8 .18 秒66397

112 村田　牧子 出崎　若菜55 時1 分8 .19 秒22398

68 谷藤　裕子 三瓶　敬子56 時1 分8 .46 秒98406

62 杣　茜栞 林　沙央里57 時1 分9 .8 秒37412

436 菊池　茜 菅原　愛58 時1 分9 .9 秒66413

504 新居　正季子 小石　若菜59 時1 分9 .12 秒85416

624 村山 小野寺60 時1 分9 .34 秒84421

63 高橋　琴子 鈴木　巴菜61 時1 分9 .44 秒55427

334 菊池 佐々木62 時1 分9 .48 秒70429

615 佐羽内　美千絵 吉島　由子63 時1 分10 .16 秒79437

260 安田　恵子 磯野　麻耶64 時1 分10 .29 秒27440

667 福地 女鹿65 時1 分10 .36 秒65444

185 古舘　ルリ子 伊藤　由美66 時1 分11 .2 秒86452

484 盛田　麻衣子 中谷　友紀67 時1 分12 .7 秒73475

208 大力　聡美 小松平　まき68 時1 分12 .34 秒91483

249 吉田 村田69 時1 分12 .37 秒60485

418 菅原　梨恵 藤村　智美70 時1 分13 .11 秒02498

211 横山　久子 八田　桂子71 時1 分13 .27 秒35507

595 福島　佳奈 兵庫　菜花72 時1 分13 .33 秒38509

661 藤野　里実 佐藤　未南子73 時1 分13 .43 秒54515

101 田髙　はるか 春木　さくら74 時1 分13 .48 秒86519

66 篠原　眞理子 松川　尚子75 時1 分13 .59 秒27525
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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97 総出走数 艇671

201 山崎　百恵 赤坂　悦子76 時1 分14 .5 秒73527

111 阿部　美里 工藤　美咲77 時1 分14 .27 秒03532

230 堀井　彩香 石田　愛実78 時1 分16 .13 秒67561

226 佐藤　佳代子 田村　聡美79 時1 分16 .14 秒73562

89 佐々木 中村80 時1 分16 .48 秒80572

72 岩舘　さゆり 畑山　菜摘81 時1 分16 .56 秒61576

422 鳩岡 伊藤82 時1 分17 .23 秒86581

45 柴田　彩乃 小山田　未来83 時1 分17 .24 秒36582

255 村上　佐知子 来馬　美幸84 時1 分17 .30 秒89584

480 小岩 元山85 時1 分17 .54 秒77590

214 佐々木　明美 佐藤　智恵美86 時1 分18 .22 秒16598

481 アボット　リンモエ 片平　睦子87 時1 分18 .34 秒85602

357 山崎　祐里 田原　かおり88 時1 分18 .40 秒07603

560 佐々木　佳寿美 佐々木　愛佳89 時1 分18 .47 秒28605

222 澤口　彩子 田口　美加90 時1 分19 .22 秒65614

503 津田　ゆきな 袰岩　志帆91 時1 分20 .4 秒71619

219 長谷川　恭子 早坂　芽衣92 時1 分20 .7 秒13621

192 水谷　步未 内記　和歌子93 時1 分21 .21 秒18626

446 高橋　菜緒 吉田　美穂94 時1 分23 .45 秒91638

367 山﨑　祥子 大澤　恵美95 時1 分24 .23 秒06640

506 柴田　実緒 川村　富美子96 時1 分26 .57 秒24647

630 菅原　亜由美 岩渕　志保97 時1 分29 .23 秒17653


