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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67 総出走数 艇552

183 佐藤　恭子 佐藤　瑞穂1 時0 分48 .13 秒3621

70 大須賀　好美 花塚　慈子2 時0 分48 .24 秒3623

139 小笠原　結 山影　亜希子3 時0 分51 .1 秒7044

71 小林　久美 高橋　麻衣子4 時0 分51 .42 秒2455

8 谷藤　裕子 吉田　敬子5 時0 分53 .3 秒8863

259 中村　未央 佐々木　里佳6 時0 分56 .1 秒4798

452 舘向　絵利香 三田村　留美7 時0 分56 .18 秒0499

79 齊藤　仁美 佐藤　由紀恵8 時0 分56 .28 秒34100

138 佐々木　智子 小野寺　晴香9 時0 分57 .22 秒55110

137 瀬川　理香 中嶋　千恵子10 時0 分57 .33 秒33111

136 田村　裕子 川口　登美子11 時0 分57 .49 秒94118

69 藤村　靖子 小山田　彩未12 時0 分58 .39 秒68130

445 千葉　久美子 藤村　由美13 時0 分59 .24 秒31135

345 藤村　美貴子 佐藤　靖子14 時1 分0 .20 秒70149

258 佐藤　由美 杉山　佳代15 時1 分1 .43 秒23173

88 筑後　智英 太田代　真希子16 時1 分2 .27 秒80189

278 吉田 吉田17 時1 分2 .35 秒76193

293 佐藤　彩夏 佐藤　安子18 時1 分2 .45 秒29197

361 小田　明美 小田　三津子19 時1 分3 .55 秒07215

241 佐保　絢子 長澤　敦子20 時1 分4 .57 秒64233

537 古川　里緒菜 日高　ダイヤ21 時1 分5 .5 秒89237

351 去石　彩華 下村　愛22 時1 分5 .6 秒85238

51 斉藤　世梨亜 佐藤　穂乃可23 時1 分5 .22 秒30240

56 北島　真弓 安田　高子24 時1 分5 .55 秒46250

545 古山　真紀 吉田　涼香25 時1 分6 .38 秒89263
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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67 総出走数 艇552

292 澤里　裕美子 木幡　友美26 時1 分6 .53 秒13272

200 藤村　裕子 藤村　この葉27 時1 分6 .57 秒83277

237 三浦　知秋 鈴木　英子28 時1 分8 .29 秒25295

467 早野　恵 橋元　麻生29 時1 分9 .12 秒60306

212 香木　なつみ 渡邊　さおり30 時1 分10 .19 秒81322

488 佐藤　侑子 鈴木　瑠奈31 時1 分10 .27 秒96326

238 佐藤　澄枝 村田　楓32 時1 分10 .44 秒85329

201 實吉　麻里子 グエン　ティ　チャ
ン

33 時1 分10 .48 秒75331

111 佐々木　裕美 近藤　真琴34 時1 分11 .10 秒76337

358 古舘　ルリ子 伊藤　由美35 時1 分11 .24 秒55343

47 菅原　香子 伊藤　貴恵36 時1 分11 .25 秒01344

22 塩川 越場37 時1 分11 .51 秒10354

150 田村　茉利恵 高橋　麻美38 時1 分12 .47 秒52366

433 村上　佐知子 来馬　美幸39 時1 分13 .10 秒24368

446 佐々木　徳子 菊地　まゆみ40 時1 分13 .17 秒79369

272 佐々木　知恵 吉田　真奈美41 時1 分13 .22 秒30370

151 三浦 髙橋42 時1 分13 .25 秒05372

291 山﨑　祥子 加藤　節子43 時1 分13 .46 秒45378

390 米内 星44 時1 分14 .20 秒06386

205 佐藤　智恵美 佐々木　明美45 時1 分14 .44 秒38392

2 高橋　琴子 伊藤　えりか46 時1 分15 .43 秒87401

391 佐々木　映美 髙橋　加奈47 時1 分15 .59 秒67404

225 菊池　まり 伊藤　麗美48 時1 分16 .52 秒61417

389 菅原　愛 小野寺　礼華49 時1 分16 .55 秒61418

48 小山田　未来 岩田　貴子50 時1 分18 .13 秒86435
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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67 総出走数 艇552

265 冨山　百恵 片平　睦子51 時1 分18 .30 秒91442

355 福島　真理子 佐藤　沙矢香52 時1 分18 .57 秒15450

432 東梅　佐和子 八ツ役　絵里53 時1 分19 .7 秒55453

216 岩田　恭子 早坂　芽衣54 時1 分19 .12 秒96456

24 齊藤　美穂 笠井　芳子55 時1 分19 .53 秒15459

267 湯澤　晴加 湯澤　幸子56 時1 分19 .59 秒31462

567 中村　敬子 坂本　祥子57 時1 分21 .7 秒40473

434 加藤　美希 大山　柚貴58 時1 分21 .43 秒51477

112 田村　愛子 小野寺　悠理59 時1 分21 .48 秒02478

221 澤口　彩子 田口　美加60 時1 分25 .25 秒76503

211 熊谷　眞理子 八田　桂子61 時1 分25 .41 秒68505

450 島田　真梨子 曽根　柚子62 時1 分27 .55 秒38516

287 小原　瑞貴 金野　柚佳子63 時1 分27 .57 秒42517

206 伊藤　理恵 熊谷　寛子64 時1 分31 .4 秒53528

32 吉田 村田65 時1 分34 .0 秒45535

25 田口　紗樹 舘澤　有美66 時1 分35 .48 秒82537

555 菅原　亜由美 岩渕　志保67 時1 分36 .13 秒04544


