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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88 総出走数 艇605

91 佐藤　恭子 佐藤　瑞穂1 時0 分46 .31 秒2823

384 小野寺　純子 橋本　美由紀2 時0 分48 .33 秒5232

86 谷藤　裕子 三瓶　敬子3 時0 分51 .56 秒5072

54 小坂　慈恵 武田　志鈴江4 時0 分52 .25 秒0779

374 細川　則子 細川　泰子5 時0 分54 .9 秒4997

79 大沢　裕美 菊地　志保6 時0 分54 .58 秒00110

42 澤山　郁子 太野　陽子7 時0 分54 .58 秒14111

321 古舘　美穂 宮澤　実幸8 時0 分55 .2 秒78114

258 西野 板山9 時0 分55 .6 秒97116

111 瀬川　理香 中島　千恵子10 時0 分55 .12 秒89117

283 藤原　真由美 吉田　陽子11 時0 分55 .31 秒57122

93 佐藤　早央梨 田村　萌12 時0 分55 .54 秒96129

171 斉藤　亜李沙 斉藤　世梨亜13 時0 分56 .2 秒41131

588 田村　裕子 川口　登美子14 時0 分56 .26 秒20140

19 村上　奈保子 髙野　真澄15 時0 分57 .14 秒65154

63 古澤　和佳子 山中　清香16 時0 分57 .37 秒37158

182 安藤　真紀 畑　めい子17 時0 分57 .44 秒52163

320 小原　祐美 立木　智大18 時0 分59 .7 秒56185

55 髙橋　美有紀 大崎　洋子19 時0 分59 .46 秒15193

292 小山内　若菜 村田　野生20 時1 分0 .0 秒85198

37 菅原　陽子 佐々木　美幸21 時1 分0 .9 秒78201

334 橘　早織 斉田　優香22 時1 分0 .20 秒10204

545 北舘　有紀子 日影　桐奈23 時1 分0 .20 秒68206

112 田村　茉利恵 高橋　麻美24 時1 分0 .41 秒80214

31 阿部　奈央 大坊　留理子25 時1 分0 .49 秒40219
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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88 総出走数 艇605

41 帷子　朋子 戸来　晃子26 時1 分1 .1 秒63221

279 吉田　恵 鎌田　沙和27 時1 分1 .45 秒05233

252 工藤　薫 工藤　優28 時1 分1 .58 秒22238

345 村山 中村29 時1 分2 .1 秒23239

397 高橋　明日美 高橋　育美30 時1 分2 .29 秒12248

418 高橋　優子 加藤　香廉31 時1 分2 .56 秒56260

39 勝田　明希 黒川　香菜子32 時1 分3 .6 秒54264

16 漆田　真理 三澤　紀代子33 時1 分3 .52 秒30275

30 本舘　文名 大矢　真実34 時1 分4 .34 秒51281

100 袖林　祐希奈 髙橋　絵美35 時1 分6 .32 秒47313

60 佐々木　詩織 菊池　あかり36 時1 分6 .39 秒64315

425 菊池 菊池37 時1 分7 .3 秒07321

335 多田　梢 清水　亜耶38 時1 分8 .26 秒16339

489 寿　範子 雫石　三佳39 時1 分8 .38 秒66342

354 村田　保子 吉田　志穂40 時1 分8 .43 秒69344

57 藤澤　亜弥 八重樫　文41 時1 分9 .29 秒67360

217 伊藤　節子 佐藤　栄子42 時1 分9 .37 秒78366

64 三條　美生 遠藤　愛43 時1 分9 .54 秒80369

72 石田 佐々木44 時1 分10 .28 秒90378

156 菅原　佳奈 菅原　まどか45 時1 分10 .44 秒54385

333 齊藤　飛鳥 高橋　南美46 時1 分10 .46 秒38386

56 玉山　麻美 佐々木　恵47 時1 分10 .55 秒69392

230 澤口　彩子 佐藤　夕香48 時1 分11 .0 秒61394

291 村上　美代 八木　彩49 時1 分11 .0 秒63395

38 伊藤　良子 昼沢　征子50 時1 分11 .0 秒88396
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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88 総出走数 艇605

297 澤里　裕美子 藤平　泰子51 時1 分11 .17 秒86399

492 竹花　奈緒美 Rosslyn　Harris52 時1 分11 .22 秒11400

138 水野　晶子 水野　博子53 時1 分11 .30 秒82402

125 川村　友里子 角田　直子54 時1 分11 .43 秒39404

566 山本　祐子 森　敦子55 時1 分12 .3 秒36410

225 千葉　美麗 佐藤　古乃美56 時1 分12 .33 秒34416

614 小井田　玲子 坂本　多喜子57 時1 分12 .33 秒49417

58 髙橋　真央 熊谷　望58 時1 分12 .55 秒31423

40 小笠原　順子 兼平　ゆり子59 時1 分12 .56 秒47424

281 船越 東根60 時1 分13 .21 秒16431

572 小林　めぐみ 大宜見　由奈61 時1 分13 .29 秒47436

210 井上　政代 安部　真澄62 時1 分13 .35 秒55438

212 浦　順子 成田　則子63 時1 分14 .9 秒81453

267 宇部　恵理香 木村　美澄64 時1 分14 .23 秒40457

387 城 城65 時1 分15 .12 秒46466

428 小原　三奈 三河　美彩紀66 時1 分15 .20 秒53472

355 向井田 阿部67 時1 分15 .22 秒83473

59 芳賀　直美 伊藤　理恵68 時1 分15 .29 秒67477

242 岩渕　麻衣子 大久保　沙江子69 時1 分15 .50 秒84482

491 佐々木　香名子 細川　佳南子70 時1 分16 .3 秒15485

213 鈴木　和恵 石井　美代子71 時1 分16 .9 秒18486

202 田中　しおり 及川　真紀72 時1 分16 .32 秒54489

610 高坂 柿沼73 時1 分16 .44 秒82493

615 佐々　邦子 加川　峰子74 時1 分17 .3 秒29500

470 村松　美千代 佐々木　綾香75 時1 分17 .18 秒44502
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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88 総出走数 艇605

215 能勢　佳子 宇都　千津美76 時1 分17 .22 秒30505

503 立花 工藤77 時1 分18 .52 秒26514

184 湯澤　有紀 鈴木　かなえ78 時1 分19 .22 秒88519

490 岩舘　早織 吉田　和子79 時1 分20 .17 秒77530

501 千葉　久美子 藤村　由美80 時1 分20 .18 秒65532

216 横山　久子 新田　祐子81 時1 分21 .14 秒38541

128 中島　久美子 金子　和代82 時1 分21 .46 秒54548

599 大和田 三浦83 時1 分21 .51 秒05549

613 千田　亜喜 高木　めぐみ84 時1 分22 .23 秒66552

519 田中　春美 高橋　香織85 時1 分23 .23 秒79557

583 作山　美穂 尾島　恵86 時1 分28 .42 秒30577

336 玉熊　陽子 村松　協子87 時1 分29 .12 秒27580

521 篠原　茂樹 小野寺　愛実　 時- 分- .- 秒-リタイヤ


