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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67 総出走数 艇552

257 藤澤　浩之 藤澤　蒼1 時0 分48 .44 秒1327

231 佐藤　忍 佐藤　裕太2 時0 分52 .11 秒5958

336 三ヶ森　善智 三ヶ森　寿典3 時0 分53 .12 秒6164

337 菅原　一 菅原　紫音4 時0 分53 .23 秒5965

149 田中　慎吾 田中　夏美輝5 時0 分53 .48 秒7870

470 吉田　尚広 吉田　巧汰6 時0 分54 .2 秒0671

530 吉田　岳登 吉田　孝司7 時0 分54 .30 秒4480

58 村山　由紀 村山　京成8 時0 分55 .44 秒4892

427 木村　健 木村　史緒9 時0 分56 .51 秒12103

242 藤原　直也 藤原　美桜10 時0 分57 .51 秒33119

249 藤村　芽生花 藤村　誠11 時0 分58 .1 秒97120

17 田頭　真輝 田頭　いろは12 時0 分59 .14 秒02134

352 髙橋　立 髙橋　日葵13 時1 分0 .38 秒02155

516 嶋　秀美 嶋　琳々依14 時1 分0 .44 秒70160

243 中村　俊康 中村　羽汰15 時1 分1 .5 秒36165

189 蜂谷　剛司 蜂谷　颯太16 時1 分1 .49 秒23174

397 丸山　盛貴 丸山　宏貴17 時1 分2 .16 秒43186

172 石山　秀樹 石山　総司18 時1 分3 .28 秒88206

276 鶴飼　龍雄 鶴飼　あずさ19 時1 分3 .40 秒48210

181 帷子 帷子20 時1 分4 .13 秒69219

180 三角　光之介 三角　潤哉21 時1 分4 .44 秒49230

442 佐々木　浩行 稲葉　廉22 時1 分4 .44 秒77231

148 田中　真澄 田中　美空翔23 時1 分5 .0 秒04235

299 伊藤　政敏 伊藤　壮志24 時1 分5 .25 秒98241

419 三浦　志麻 三浦　康太郎25 時1 分5 .31 秒54242
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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67 総出走数 艇552

343 福地　清史 福地　大地26 時1 分5 .50 秒39247

465 上舘　心結 上舘　和憲27 時1 分6 .10 秒08256

369 吉田　尚泰 吉田　一花28 時1 分6 .36 秒47262

191 岩渕　忠徳 岩渕　菜那29 時1 分6 .39 秒64265

380 菊池　大樹 菊池　蒼一郎30 時1 分6 .43 秒30268

466 長谷川　康 長谷川　司31 時1 分6 .50 秒65271

44 阿部　太樹 阿部　小春32 時1 分7 .20 秒07282

338 齊藤　貴弘 齊藤　大樹33 時1 分8 .34 秒69296

179 渡部　洋隆 渡部　侑生34 時1 分8 .59 秒54300

346 伊勢　純一 伊勢　梗太35 時1 分10 .25 秒10324

399 菊地　亘 菊地　璃音36 時1 分10 .44 秒26328

410 田口　誠 田口　凌馬37 時1 分10 .51 秒39332

528 柏木　郁也 柏木　壮介38 時1 分11 .19 秒70339

190 鈴木　敬太 鈴木　陸39 時1 分12 .0 秒81356

370 宇都　浩子 宇都　青空40 時1 分12 .20 秒99361

96 鈴木　絵美 鈴木　遥斗41 時1 分13 .28 秒50373

52 井垣　文孝 井垣　和浩42 時1 分13 .29 秒57375

558 播磨　和幸 播磨　和夢43 時1 分14 .40 秒43391

322 三田 三田44 時1 分15 .50 秒05402

412 成澤　直樹 成澤　蓮乃心45 時1 分17 .15 秒48420

471 茅根　吉隆 茅根　奈那46 時1 分17 .17 秒21422

156 大坪　貴史 大坪　慧柊47 時1 分17 .43 秒03428

45 山内　勝義 山内　ももこ48 時1 分17 .47 秒27430

518 渡辺　聡 渡辺　悠樹49 時1 分17 .48 秒26431

283 三松 三松50 時1 分18 .14 秒35436
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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67 総出走数 艇552

197 及川　弥生 及川　奈々葉51 時1 分18 .29 秒84441

411 千葉　康弘 千葉　航希52 時1 分18 .49 秒48446

529 柏木　みどり 柏木　優作53 時1 分18 .55 秒39447

303 秋元 秋元54 時1 分18 .57 秒02449

317 湯澤　秀孝 湯澤　冴心55 時1 分19 .56 秒51461

196 及川　貴史 及川　珠々葉56 時1 分20 .1 秒32463

447 佐瀬　智洋 佐瀬　暁洋57 時1 分20 .26 秒46469

194 飯塚　康博 飯塚　桃風58 時1 分21 .5 秒14472

428 金澤 金澤59 時1 分22 .19 秒30483

468 松尾　鉄平 松尾　はぐみ60 時1 分22 .44 秒47487

15 八重畑　薫 八重畑　優輝61 時1 分25 .31 秒55504

105 夏井　和美 夏井　丈62 時1 分29 .43 秒50522

170 箱崎　渡 箱崎　文乃63 時1 分30 .2 秒57523

443 佐々木　彩日 佐々木　由利恵64 時1 分30 .46 秒05524

328 鹿志村　史幸 鹿志村　ゆふ花65 時1 分31 .42 秒95532

461 村上　秀樹 村上　舞衣66 時1 分35 .16 秒61536

269 佐藤　淑英 佐藤　結衣67 時1 分39 .33 秒05547


