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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122 総出走数 艇552

140 赤坂　繁忠 遠藤　雅子1 時0 分43 .45 秒553

182 佐藤　努 佐藤　奈保子2 時0 分44 .7 秒086

166 川守　健士 齊藤　みなみ3 時0 分47 .40 秒8618

77 江刺　孝浩 江刺　直美4 時0 分47 .48 秒9819

423 高橋 尾留川5 時0 分50 .21 秒1938

39 高橋　勇太 木村　ゆかり6 時0 分51 .23 秒1851

198 藤村　一騎 藤村　早織7 時0 分52 .33 秒9561

147 佐々木　寛子 山影　智美8 時0 分54 .5 秒7174

146 中神　力嗣 中神　真由美9 時0 分54 .7 秒7375

42 樋沢　満 樋沢　美咲10 時0 分54 .27 秒8979

260 吉田　仁 吉田　紘子11 時0 分54 .34 秒7082

295 藤井　伸 藤井　律子12 時0 分54 .45 秒9883

119 師田　智 住吉　美穂13 時0 分55 .15 秒1885

141 菅原　龍斗 菅原　こだま14 時0 分55 .20 秒5086

144 近藤　里沙 近藤　弘和15 時0 分55 .31 秒3588

107 上田　剛史 上田　亜紗美16 時0 分55 .32 秒4189

426 舛森　千咲 西川　綱紀17 時0 分55 .33 秒8090

103 今宮　正彦 今宮　睦美18 時0 分55 .55 秒0395

256 西村　里菜 吉田　敦司19 時0 分55 .55 秒8896

142 鈴木　健二 瀬川　天子20 時0 分56 .52 秒79104

108 新田 新田21 時0 分57 .9 秒50106

145 佐藤　ゆかり 工藤　浩22 時0 分57 .14 秒24107

33 堤　義博 堤　飛可23 時0 分59 .2 秒02132

155 吉田　秀寿 吉田　彰子24 時0 分59 .2 秒05133

154 菅原　晃 菅原　友子25 時1 分0 .3 秒86143
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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122 総出走数 艇552

348 加藤 星川26 時1 分0 .8 秒78144

203 佐藤　良久 佐藤　立子27 時1 分0 .21 秒18150

347 大沢田　毅樹 大沢田　真利奈28 時1 分0 .54 秒07162

349 松尾　栄一 松尾　聖子29 時1 分1 .10 秒22166

188 平塚　純夫 平塚　万里子30 時1 分1 .21 秒65168

455 皆川 菅原31 時1 分1 .29 秒34169

279 村上　学 村上　美由紀32 時1 分1 .41 秒02171

9 古川　沙敏 古川　瀬知33 時1 分1 .50 秒78175

97 桑原　智春 床尾　明子34 時1 分1 .51 秒91176

417 佐々木 福田35 時1 分2 .7 秒68181

60 細川　勇樹 中村　桃子36 時1 分2 .25 秒03187

86 髙濱　康亘 髙濱　あす菜37 時1 分2 .30 秒84190

167 鷹橋　勇太 鷹橋　茉美38 時1 分2 .44 秒78196

487 田嶋　奈奈 鈴木　太陽39 時1 分3 .22 秒52205

65 兼平　正寛 兼平　仁子40 時1 分3 .42 秒81212

31 猪狩　重雄 飯田　留美子41 時1 分3 .53 秒68214

143 小笠原　康之 小笠原　茉莉子42 時1 分4 .7 秒95217

436 河合　将太郎 鐘ヶ江　未希43 時1 分4 .10 秒92218

309 森　千夏 佐野　和久44 時1 分4 .15 秒77220

402 後藤　宏基 久慈　夏美45 時1 分4 .36 秒60228

565 菊地　亨 菊地　なつ子46 時1 分4 .49 秒75232

27 小野寺　和幸 小野寺　江梨子47 時1 分5 .18 秒43239

277 阿部　直也 阿部　ま琴48 時1 分5 .39 秒54243

89 松田　直 松田　彩49 時1 分5 .47 秒14245

464 宮崎　勝徳 熊谷　佳代50 時1 分5 .54 秒18248
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混 合 の 部 部門別出走数 艇122 総出走数 艇552

64 山口　淳一 山口　裕子51 時1 分5 .54 秒62249

485 今泉 熊谷52 時1 分5 .56 秒56251

214 中嶋　みなみ 中嶋　勇希53 時1 分6 .2 秒33253

232 田山 田山54 時1 分6 .20 秒63260

153 中山　三樹男 小山　かほる55 時1 分6 .53 秒16273

226 大森　ゆきよ 大森　孝弘56 時1 分6 .54 秒64274

67 浅沼　美佳 作山　昇57 時1 分7 .2 秒61279

169 岩崎　紘志 岩崎　美紀58 時1 分7 .44 秒53285

35 佐藤　福廣 佐藤　千絵59 時1 分7 .49 秒42286

223 佐々木　大翔 多田　智枝60 時1 分7 .52 秒00288

334 兵庫 兵庫61 時1 分8 .52 秒12299

193 前澤　定良 密本　眞弓62 時1 分9 .0 秒20301

186 笹木　亮 門脇　範子63 時1 分9 .13 秒81307

350 今松　健聖 今松　あさひ64 時1 分9 .16 秒11308

425 小野寺　潤 煤賀　美里65 時1 分9 .26 秒34311

285 東根　まりい 笹村　祐杜66 時1 分9 .26 秒76312

271 佐藤 佐藤67 時1 分9 .42 秒43315

90 畠山　泰範 畠山　史子68 時1 分10 .13 秒59320

87 小島　洋美 小島　浩69 時1 分10 .25 秒75325

99 栗原　潤一 小野　清美70 時1 分10 .35 秒94327

162 木地谷　一美 松尾　恵美71 時1 分11 .22 秒74341

152 村上　愛 田中　秀明72 時1 分11 .23 秒37342

486 宮本　大介 高橋　明日香73 時1 分11 .26 秒18345

175 佐々木 伊藤74 時1 分11 .26 秒97346

163 原田　寛子 根本　一宏75 時1 分11 .29 秒05347
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混 合 の 部 部門別出走数 艇122 総出走数 艇552

21 村上　彩夏 吉田　皓76 時1 分11 .44 秒06351

398 山崎　幸江 山崎　博也77 時1 分11 .49 秒46353

239 小崎　慎一朗 大宮　優香78 時1 分12 .8 秒18358

418 斉藤　啓吾 斉藤　美香79 時1 分13 .7 秒71367

294 大澤　佑輔 大澤　奈々80 時1 分13 .24 秒72371

282 長坂　聡美 清水　賢治81 時1 分13 .34 秒11376

187 松田　修 松田　カンナ82 時1 分13 .54 秒86381

266 矢羽々　正行 浅沼　妙83 時1 分14 .32 秒11387

308 内村　耕太郎 吉村　美智84 時1 分14 .32 秒19388

36 熊谷　雄大 藤田　真希85 時1 分14 .48 秒97393

217 齊藤　崇 齊藤　喜子86 時1 分14 .56 秒61394

80 高橋　智子 佐藤　亮佑87 時1 分15 .10 秒17395

218 阿部　裕也 阿部　真歩88 時1 分15 .14 秒30396

176 菊池 佐々木89 時1 分15 .32 秒18399

245 鹿﨑　隆広 横田　千尋90 時1 分15 .32 秒99400

405 野崎　萌乃 佐藤　朋也91 時1 分16 .11 秒16408

311 澤村　祐也 吉島　由子92 時1 分16 .26 秒65410

533 延足　悟志 吉川　智子93 時1 分16 .31 秒20411

114 谷地舘　慎祐 佐藤　栞衣奈94 時1 分16 .56 秒21419

406 梅澤　翔子 福田　奨95 時1 分17 .26 秒61425

460 眞岩　正行 眞岩　美里96 時1 分17 .32 秒15426

310 柳内　克行 柳内　淑子97 時1 分17 .39 秒12427

362 倉本　穣 倉本　真由美98 時1 分17 .46 秒55429

100 鈴木　宏和 岩舘　さゆり99 時1 分18 .4 秒39434

262 佐藤　芙優 溝渕　海成100 時1 分18 .28 秒65440
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混 合 の 部 部門別出走数 艇122 総出走数 艇552

261 岩川　岳 岩﨑　節子101 時1 分18 .49 秒29445

316 小田嶋　純奈 熊谷　譲102 時1 分18 .56 秒20448

517 本波　芳樹 本波　貴子103 時1 分19 .0 秒30451

160 吉田 櫻庭104 時1 分19 .12 秒07455

408 福永　尚人 藤原　ななせ105 時1 分20 .2 秒23464

367 神林　友紀 神林　あさみ106 時1 分20 .8 秒81465

413 外塚 外塚107 時1 分20 .11 秒48467

263 中村　啓哉 アボット　リンモエ108 時1 分21 .35 秒22475

204 佐原　康之 佐原　弘子109 時1 分22 .35 秒51485

546 谷澤　泰三 武田　悠夏110 時1 分22 .48 秒35488

202 鈴木　誠哉 グエン　ゴック　バ
ンズオーン

111 時1 分23 .51 秒11494

161 田屋　美樹 川村　満平112 時1 分24 .16 秒20496

210 井上　義臣 守屋　昭子113 時1 分24 .25 秒00497

66 川村　のどか グエン・チー・ヒエ
ウ

114 時1 分24 .26 秒55498

113 佐々木　陽太 峠　美佳115 時1 分25 .23 秒61502

435 飯尾　剛 吉田　茉央116 時1 分26 .2 秒79507

513 女鹿 橋本117 時1 分26 .12 秒79509

409 熊田　新 畠山　未央118 時1 分26 .51 秒44511

407 北條　美幸 齊藤　聖矢119 時1 分27 .6 秒86512

104 下村　裕美 下村　真麻120 時1 分28 .32 秒50519

209 鷹觜　尚巳 横山　久子121 時1 分31 .14 秒03530

504 岩﨑　朋之 岩﨑　志保子122 時1 分32 .5 秒10534


