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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160 総出走数 艇690

7 佐藤　努 佐藤　奈保子1 時0 分40 .44 秒773

143 赤坂　繁忠 遠藤　雅子2 時0 分41 .27 秒886

300 江刺　孝浩 江刺　直美3 時0 分41 .40 秒739

158 川守　健士 板山　恵里沙4 時0 分44 .20 秒1817

79 眞岩　正行 長山　茉央5 時0 分47 .38 秒1254

602 高橋 尾留川6 時0 分48 .27 秒2364

117 石川　真一 内村　匠子7 時0 分49 .8 秒5674

291 渡辺　道雄 佐藤　未来8 時0 分49 .19 秒0479

198 小笠原　健二 佐々木　恵美9 時0 分49 .35 秒1883

358 井坂　正幸 井坂　裕美10 時0 分50 .23 秒1994

329 今宮　正彦 今宮　睦美11 時0 分50 .23 秒8695

366 藤井　伸 藤井　律子12 時0 分50 .51 秒60103

67 松田　直 松田　彩13 時0 分51 .13 秒15107

421 山口 米田14 時0 分51 .13 秒58108

430 齊藤　和也 齊藤　仁美15 時0 分51 .38 秒50115

121 加藤　秀幸 加藤　里佳16 時0 分51 .53 秒56121

130 髙橋 新田17 時0 分52 .0 秒92123

578 髙橋　宏臣 髙橋　文子18 時0 分52 .33 秒79134

423 吉田　仁 吉田　紘子19 時0 分53 .16 秒00145

605 鈴木　恒希 鈴木　良子20 時0 分53 .16 秒96146

292 遠藤　広幸 遠藤　恵子21 時0 分53 .36 秒88150

91 藤村　勝博 藤村　美貴子22 時0 分54 .6 秒38160

5 古川　沙敏 古川　瀬知23 時0 分54 .33 秒29167

200 中野 高橋24 時0 分54 .43 秒54168

189 佐々木　敦史 佐藤　美希25 時0 分54 .47 秒71170
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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160 総出走数 艇690

46 工藤　薫 工藤　創26 時0 分55 .5 秒41179

101 阿部　紗也加 越　康彦27 時0 分55 .8 秒23180

533 川村　尚司 中洞　友希28 時0 分55 .36 秒73186

164 田頭　真輝 田頭　幸恵29 時0 分55 .39 秒41187

151 藤原　力 泉山　やよえ30 時0 分55 .52 秒93192

90 佐々木　保之 佐々木　容子31 時0 分56 .22 秒55199

234 佐藤　良久 佐藤　立子32 時0 分56 .25 秒84202

297 田山 田山33 時0 分56 .31 秒89206

80 山本 山本34 時0 分56 .35 秒36208

120 朽木　克志 朽木　美幸35 時0 分56 .44 秒25212

136 佐々木 伊藤36 時0 分56 .49 秒43214

394 大塚　幸喜 大塚　美幸37 時0 分56 .54 秒50217

608 兼平　健太 高松　千亜紀38 時0 分57 .13 秒82226

153 松山　恵美 矢野　淳司39 時0 分57 .25 秒98232

349 切田　泰 切田　真由美40 時0 分57 .52 秒57245

581 髙橋 髙橋41 時0 分58 .9 秒57250

415 髙橋　俊 髙橋　公子42 時0 分58 .10 秒02251

303 船越　拓 船越　莉加43 時0 分58 .24 秒79259

596 瀧澤　寛之 Martin-Buck Christ
ine

44 時0 分58 .39 秒11263

375 八重樫　瑞典 八重樫　朋実45 時0 分58 .49 秒22266

675 三又　義訓 竹下　美雪46 時0 分58 .50 秒93268

369 梅村　作松 澤里　裕美子47 時0 分58 .52 秒50269

350 畠山　康 浜崎　育江48 時0 分59 .22 秒70281

479 平塚 平塚49 時0 分59 .26 秒50283

102 松本　知彦 松本　範子50 時0 分59 .31 秒92287
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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160 総出走数 艇690

551 遠藤　浩章 遠藤　美月51 時1 分0 .3 秒41297

318 鈴木　悠美 山崎　幸一52 時1 分0 .14 秒04302

535 東藤　郁夫 東藤　幸子53 時1 分0 .26 秒41304

214 北村　充 藤村　美優54 時1 分0 .26 秒57305

531 竹林　正喜 竹林　康名55 時1 分0 .41 秒75316

118 北田　学 阿部　恵56 時1 分0 .50 秒57321

241 木村　佳宏 木村　みき57 時1 分1 .9 秒76329

119 漆田　真理 田中　宏明58 時1 分1 .9 秒84330

262 畠山　怜美 大内　篤史59 時1 分1 .40 秒69344

89 佐藤 福田60 時1 分1 .42 秒15345

496 髙橋　忠和 髙橋　寛知61 時1 分1 .43 秒17346

684 井野　友彰 兼石　愛実62 時1 分2 .4 秒18357

213 松嶋　大 髙田　恵63 時1 分2 .15 秒62362

635 佐々木　幹明 佐々木　彩日64 時1 分2 .25 秒22365

276 佐藤　秀喜 沢口めい65 時1 分2 .32 秒11370

711 佐野　美穂 ヒルツ　ティモシー66 時1 分2 .38 秒11374

679 土井田　稔 土井田　智奈美67 時1 分2 .41 秒07376

18 下村　裕美 山崎　真麻68 時1 分2 .47 秒40382

519 石羽根 田中69 時1 分2 .50 秒19384

682 広瀬　伸二 広瀬　恵美子70 時1 分2 .56 秒55385

209 清水　賢治 長坂　聡美71 時1 分3 .2 秒21390

335 久保田　公宜 前川　綾子72 時1 分3 .20 秒97397

367 大塚　拓哉 大塚　奏子73 時1 分3 .22 秒19398

247 千葉　美麗 千葉　一城74 時1 分3 .23 秒61399

429 佐々木　奈那 佐々木　廣治75 時1 分3 .24 秒21400
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混 合 の 部 部門別出走数 艇160 総出走数 艇690

203 鈴木　道博 菊池　奈々子76 時1 分3 .27 秒00401

21 阿部　菜々美 阿部　康平77 時1 分3 .40 秒24405

204 江田　朋哉 菅川　恵梨78 時1 分3 .44 秒77410

400 橋浦 橋浦79 時1 分4 .0 秒52420

111 鈴木　夏子 鈴木　直栄80 時1 分4 .4 秒59421

703 関　政文 関　利恵81 時1 分4 .10 秒89423

573 上野　敏明 菊地　まゆみ82 時1 分4 .14 秒71428

616 武部　洋平 市川　恵83 時1 分4 .38 秒71435

195 佐々木　園江 阿部　忍84 時1 分4 .40 秒40436

384 村田　光宏 井坂　有加85 時1 分4 .42 秒64439

425 菊池 佐々木86 時1 分4 .48 秒46444

704 長谷川　雅子 石井　重成87 時1 分4 .52 秒57447

383 矢羽々　諭 矢羽々　靖子88 時1 分4 .53 秒05448

327 佐藤 畠山89 時1 分5 .17 秒39454

427 村山　茜 村山　正三90 時1 分5 .25 秒62458

286 藤原　真由美 藤井　康浩91 時1 分5 .28 秒93460

454 紺野　哲朗 岡﨑　瑞生92 時1 分6 .12 秒38471

220 渡辺　譲司 渡辺　英子93 時1 分6 .28 秒92476

707 竹花 晴山94 時1 分6 .48 秒54478

610 髙山　博紀 髙山　綾95 時1 分6 .49 秒12480

404 和泉　はる香 八木　純基96 時1 分6 .59 秒00484

609 鉄本　敬 鉄本　悠97 時1 分7 .9 秒53487

575 佐瀬　智洋 佐々木　徳子98 時1 分7 .10 秒93488

390 松浦 山口99 時1 分7 .21 秒09489

218 安部　博道 青木　絵美100 時1 分7 .37 秒87491
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混 合 の 部 部門別出走数 艇160 総出走数 艇690

506 吉田　陽平 大森　いづみ101 時1 分7 .39 秒40493

505 冨澤　勇貴 小野寺　みの里102 時1 分7 .52 秒97497

678 髙橋　裕孝 櫻小路　陽花103 時1 分8 .6 秒43500

670 遠藤　寛興 吉田　景104 時1 分8 .13 秒04502

532 伊藤　純 伊藤　康子105 時1 分8 .13 秒48504

26 佐々木　一樹 佐々木　恵衣106 時1 分8 .15 秒02506

491 竹花　純哉 佐々木　理沙107 時1 分8 .23 秒52508

666 多田　広志 立柳　明日香108 時1 分8 .30 秒15509

570 佐々木 鈴木109 時1 分8 .41 秒70517

515 水野　友貴 岡村　聡子110 時1 分8 .56 秒54519

78 寺澤 鎌田111 時1 分9 .5 秒94521

114 小野寺　勇樹 小林　夏樹112 時1 分9 .17 秒41524

708 谷藤 佐々木113 時1 分9 .29 秒77526

138 佐藤 佐藤114 時1 分9 .33 秒63527

13 太野　千絵子 三宅　一紀115 時1 分9 .47 秒82532

680 佐野　和久 森　千夏116 時1 分10 .4 秒39535

106 井本　昂志 井本　晴子117 時1 分10 .8 秒95536

227 及川　洋也 新田　祐子118 時1 分10 .10 秒73537

313 越川　志津 越川　夏彦119 時1 分10 .12 秒16538

667 古川　誠太郎 里舘　那奈120 時1 分10 .12 秒57539

511 岡野　良昭 佐藤　麻生121 時1 分10 .18 秒41542

587 松岡 二平122 時1 分10 .35 秒48550

500 斉藤　唯 岩瀬　優123 時1 分10 .58 秒84556

668 山部　大輔 鈴木　祥子124 時1 分11 .35 秒34560

588 平川 平川125 時1 分11 .40 秒08561
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混 合 の 部 部門別出走数 艇160 総出走数 艇690

368 川尻　恵理子 川淵　達也126 時1 分12 .12 秒69568

600 齋藤　亜矢子 齋藤　純哉127 時1 分12 .17 秒35570

219 佐藤　祐司 横山　久子128 時1 分12 .17 秒41571

512 旭　真来 菅原　教史129 時1 分12 .26 秒78572

48 三田　俊成 水谷　歩未130 時1 分12 .47 秒70576

677 小川　祥平 吉田　美波131 時1 分12 .57 秒38577

542 小野　浩輝 小岩　佳夏子132 時1 分13 .2 秒57578

669 熊谷　基 千葉　梨香133 時1 分13 .3 秒09579

468 倉本　穣 倉本　真由美134 時1 分13 .12 秒57582

115 SMITH JASON COLIN 小原　ひろみ135 時1 分13 .28 秒08585

494 熊谷　佳代 上舘　和憲136 時1 分13 .28 秒18586

261 田中　学 坂井　佐和子137 時1 分13 .48 秒64591

691 菊池　直行 菊池　花子138 時1 分14 .11 秒11595

407 櫛引　雄貴 照井　舞子139 時1 分14 .16 秒05596

405 茶屋　道成 畠山　彩矢果140 時1 分14 .25 秒84599

589 伊藤　秀行 伊藤　友恵141 時1 分14 .26 秒13600

664 延足　悟志 吉川　智子142 時1 分16 .25 秒04617

406 中村　友香 阿部　昌弘143 時1 分16 .53 秒66619

391 塩見 大澤144 時1 分17 .51 秒21626

595 小山田　知広 菅原　里佳145 時1 分18 .6 秒10629

590 女鹿　将瑛 石井　絢子146 時1 分18 .7 秒04630

392 髙山 伊藤147 時1 分18 .14 秒69634

665 土江　綾 田鎖　浩太148 時1 分18 .15 秒69635

593 池田　みゆき 佐藤　将大149 時1 分18 .50 秒58641

408 廣田　恵梨 齋藤　太郎150 時1 分19 .15 秒03647
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混 合 の 部 部門別出走数 艇160 総出走数 艇690

687 中里　茉那美 髙橋　晋平151 時1 分20 .10 秒28649

594 山田　太知 池谷　渓152 時1 分20 .43 秒21654

591 高橋　巧 宇佐美　愛153 時1 分20 .45 秒50655

212 鈴木 澤口154 時1 分21 .4 秒47658

229 金野　千津 秋田谷　一155 時1 分22 .56 秒38663

221 井上　義臣 渡辺　陽子156 時1 分24 .36 秒85668

674 西郷　峻瑛 佐々木　久美子157 時1 分27 .44 秒35676

630 堺田　幸志 堺田　沙耶158 時1 分34 .31 秒48680

659 菅原　亜由美 川戸　修159 時1 分50 .50 秒16687

656 福士　智 菊池　真知子160 時1 分50 .50 秒49688


