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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100 総出走数 艇665

17 佐藤　恭子 佐藤　瑞穂1 時0 分48 .14 秒7223

35 谷藤　裕子 吉田　敬子2 時0 分51 .23 秒3354

63 菅原　佳奈子 村山　由紀3 時0 分52 .31 秒4169

274 小笠原 山本4 時0 分53 .4 秒8074

70 田村　萌 佐藤　早央梨5 時0 分54 .1 秒5688

111 田村　裕子 川口　登美子6 時0 分54 .47 秒4295

276 古舘　美穂 宮澤　実幸7 時0 分55 .21 秒3099

116 斉藤　亜李沙 斉藤　世梨亜8 時0 分55 .30 秒70101

556 内田　典子 佐藤　郁9 時0 分55 .53 秒03108

105 佐藤　ゆかり 山影　亜希子10 時0 分56 .27 秒19118

110 瀬川　理香 中嶋　千恵子11 時0 分56 .39 秒05122

31 上田　由華 佐藤　由紀恵12 時0 分57 .52 秒75141

180 帷子　朋子 戸来　晃子13 時0 分58 .14 秒88148

451 三河　なつみ 須藤　梓14 時0 分58 .33 秒67156

67 安部　光子 工藤　恵理子15 時0 分58 .45 秒00159

455 後藤　由望 杉山　佳代16 時0 分58 .50 秒00161

104 渡邉　里沙 小笠原　結17 時0 分58 .56 秒25165

253 岩崎　真澄 熊谷　希里18 時0 分59 .56 秒61184

117 菅原　諾子 菅原　寿美子19 時1 分0 .21 秒42196

86 中村　末央 佐々木　里佳20 時1 分0 .22 秒84197

122 吉田　恵 村上　沙和21 時1 分1 .7 秒44205

103 佐々木　寛子 佐々木　里子22 時1 分1 .26 秒30214

438 齊藤　みゆき 赤澤　里美23 時1 分1 .27 秒14215

257 笠間　康子 佐藤　素子24 時1 分1 .49 秒97224

410 正木　香 犬谷　雪菜25 時1 分2 .8 秒31235
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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100 総出走数 艇665

176 滝村　梢 佐々木　麻衣26 時1 分2 .14 秒09238

498 斎藤　瞳 葛尾　早紀27 時1 分2 .24 秒84241

617 佐藤 佐藤28 時1 分2 .45 秒09245

364 阿部　素直 阿部　ま琴29 時1 分2 .59 秒08252

106 千田　朋子 木村　芽生30 時1 分3 .1 秒44254

240 渡辺　瑠美子 村上　恵美31 時1 分3 .9 秒95261

68 笹原　千沙 佐藤　知美32 時1 分3 .13 秒73263

263 村田　牧子 及川　桃子33 時1 分4 .45 秒70288

649 橋場 小野寺34 時1 分4 .46 秒58290

275 吉岡　智大 田村　祐美35 時1 分5 .8 秒88295

458 遊田　由希子 中野　美沙子36 時1 分5 .19 秒88298

311 高橋　綾子 川村　真紀37 時1 分5 .28 秒17300

526 吉田　奈苗 舘向　絵利香38 時1 分5 .30 秒02301

618 床尾　明子 渋谷　紗知39 時1 分5 .34 秒00303

235 工藤　みなみ 向中野　亜希40 時1 分6 .27 秒56322

576 畠澤　美千絵 吉島　由子41 時1 分6 .30 秒27324

622 相澤　沙緒 伊藤　真琴42 時1 分6 .36 秒86325

414 福地　美佐子 女鹿　知穂子43 時1 分7 .4 秒89338

516 徳田　香澄 大沼　莉菜44 時1 分7 .15 秒39341

47 内沢　美穂子 松本　沙織45 時1 分7 .26 秒38346

563 村山 工藤46 時1 分7 .42 秒61349

172 加藤　美幸 澤口　芽衣47 時1 分8 .17 秒98363

49 菅野　多紀子 東　彩奈48 時1 分8 .39 秒81366

170 大向　麻知子 橋本　真由49 時1 分9 .3 秒31377

216 美濃部 斉藤50 時1 分9 .5 秒25378
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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100 総出走数 艇665

439 小田島　貴子 中野　智子51 時1 分9 .6 秒55380

171 船越　久美子 東根　真知子52 時1 分9 .8 秒61382

224 髙橋　君江 村井　真幸53 時1 分9 .24 秒33389

55 中﨑　みほ瑠 阿部　ちひろ54 時1 分10 .4 秒14402

625 袖上 安部55 時1 分10 .5 秒34403

432 髙橋　加奈 佐々木　映美56 時1 分10 .17 秒61406

173 澤久保　陽香 藤本　直子57 時1 分10 .26 秒34411

575 白藤　綾 伊香　歩美58 時1 分10 .26 秒55412

349 村野井 村野井59 時1 分10 .35 秒41413

434 溝口　曜子 照井　銀花60 時1 分10 .51 秒22420

566 瀬川　天子 鶴田　果穂子61 時1 分11 .40 秒03430

222 中島　瑠衣 及川　晴美62 時1 分11 .58 秒55440

204 片山　和子 成田　貞子63 時1 分12 .17 秒00445

221 福島　梓 稲垣　菜々江64 時1 分12 .17 秒69446

184 Ｓorensen　Ｉthaca 西野　希65 時1 分12 .29 秒42447

427 山﨑　祥子 宮下　史織66 時1 分13 .9 秒66456

484 髙橋 河内67 時1 分13 .12 秒77457

353 永井　尚美 行本　八重68 時1 分13 .33 秒97460

163 伊藤 昼沢69 時1 分13 .35 秒08463

409 辻　紗希 小岩　佳夏子70 時1 分14 .6 秒73467

351 細川　千恵子 小林　さつき71 時1 分14 .30 秒27473

548 岡本　杏奈 村上　佐知子72 時1 分14 .45 秒05479

207 一戸　麻未 伊藤　美緒73 時1 分14 .55 秒06482

477 里舘　那奈 吉田　美波74 時1 分15 .49 秒86500

164 小笠原 畑中75 時1 分16 .46 秒34518
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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100 総出走数 艇665

669 福地　直実 田口　晶加76 時1 分17 .25 秒78530

457 和田　香織 一沢　真由美77 時1 分17 .44 秒95535

162 竹林 細谷78 時1 分17 .48 秒27536

174 鎌田　結葵 中村　麻衣79 時1 分18 .0 秒52538

232 長谷川　恭子 髙橋　律子80 時1 分18 .2 秒80539

54 千葉　紗加 草彅　美緒81 時1 分18 .28 秒98542

205 晴山　明子 小林　伸子82 時1 分18 .35 秒73543

294 三浦 金澤83 時1 分19 .12 秒59548

591 石井　惠子 石田　悦子84 時1 分20 .23 秒36556

473 兵庫　菜花 福島　佳奈85 時1 分21 .15 秒38565

59 水波　咲　 六串　静香86 時1 分21 .26 秒14567

605 太内田　彩 佐々木　佳寿美87 時1 分21 .33 秒45569

182 菅原　倫 陳　婧88 時1 分21 .48 秒69572

233 早坂　芽衣 宮澤　百合89 時1 分22 .38 秒38586

100 深井　来夢 南　栞90 時1 分22 .44 秒34589

90 金田一　清子 藤村　麻美91 時1 分23 .39 秒69596

99 齊藤　美穂 藤田　朝美92 時1 分24 .46 秒75607

302 東明　はるな 稲葉　玲里93 時1 分25 .34 秒80612

604 吉田　さくら 佐々木　愛佳94 時1 分26 .19 秒30615

208 吉嶋　登子 前澤　貞子95 時1 分28 .12 秒02620

533 松田 八幡96 時1 分28 .23 秒66621

98 古舘　葵 舘澤　有美97 時1 分29 .49 秒22626

203 佐々木　久美子 中村　菊子98 時1 分31 .9 秒66631

429 佐々木　理沙 菅原　愛　 時- 分- .- 秒-リタイヤ

650 田中　由美子 瀬川　美文　 時- 分- .- 秒-リタイヤ


