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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110 総出走数 艇605

90 佐藤　努 佐藤　奈保子1 時0 分43 .39 秒854

113 赤坂　繁忠 遠藤　雅子2 時0 分44 .16 秒596

15 眞岩　正行 眞岩　りか3 時0 分45 .19 秒8112

43 江刺　孝浩 江刺　直美4 時0 分45 .38 秒6415

98 川守　健士 板山　恵里沙5 時0 分46 .6 秒2121

133 金田一　文隆 金田一　昌美6 時0 分49 .45 秒7543

24 八木橋　匠子 石川　真一7 時0 分50 .11 秒1650

11 平賀　一也 小野寺　真紀8 時0 分50 .49 秒5454

36 黒田　清司 佐々木　舞9 時0 分51 .11 秒2764

359 今宮　正彦 今宮　睦美10 時0 分51 .37 秒5569

139 髙橋 新田11 時0 分52 .21 秒2778

97 関　好男 八重畑　甲12 時0 分52 .39 秒8582

548 大下　隆志 晴山　妙子13 時0 分54 .8 秒5596

546 田鎖　荘 高橋　枝里14 時0 分54 .24 秒05101

300 藤井　伸 藤井　律子15 時0 分54 .33 秒96106

278 關口 關口16 時0 分54 .42 秒65107

407 兼田　康広 兼田　直子17 時0 分54 .58 秒70112

584 照屋　喬己 上坂　友香理18 時0 分55 .53 秒03128

99 小笠原　雄太 福田　真弓19 時0 分56 .9 秒40135

364 千葉　優一 千葉　瞳20 時0 分56 .22 秒92138

23 中村　純夫 黄川田　佳苗21 時0 分56 .58 秒96148

82 千葉　豊 千葉　喜美子22 時0 分57 .4 秒10149

517 三浦　慎平 三浦　香織23 時0 分57 .8 秒18150

18 北田　学 阿部　恵24 時0 分57 .12 秒59153

293 小田　竜悟 小田　康子25 時0 分57 .37 秒32157
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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110 総出走数 艇605

28 田邉　晃悦 田邉　眞弓26 時0 分57 .41 秒69161

270 上田　恭司 上田　富美子27 時0 分58 .9 秒15169

22 朽木　克志 箱石　美幸28 時0 分58 .56 秒68179

265 平賀　真衣 平賀　誠29 時0 分59 .53 秒40196

192 根田　あすか マティアス　フラン
ケ

30 時1 分0 .11 秒15202

406 鈴木 阿部31 時1 分0 .20 秒72207

402 千葉 野里32 時1 分0 .33 秒87211

403 工藤 伊藤33 時1 分0 .38 秒84213

594 川村　和寛 川村　勝見34 時1 分0 .45 秒50216

104 田山 田山35 時1 分0 .46 秒26218

550 佐野　勝俊 佐野　ひとみ36 時1 分0 .52 秒63220

308 内藤 戸塚37 時1 分1 .44 秒17232

351 高橋　俊 菅野　公子38 時1 分1 .55 秒33236

401 石沢 熊谷39 時1 分2 .4 秒94242

157 斎藤　弘 阿部　眞理子40 時1 分2 .25 秒17246

27 兼平 川村　41 時1 分2 .32 秒75251

592 佐々木　正夫 目時　文42 時1 分2 .50 秒50256

579 廣内 森43 時1 分2 .53 秒00258

299 梅村　作松 小杉田　千佳44 時1 分2 .56 秒75261

298 中西　永 滝沢　慶子45 時1 分3 .5 秒33263

616 大森　勉 大森　史栄46 時1 分3 .33 秒48270

83 小笠原　秀 小笠原　いくみ47 時1 分3 .36 秒30272

220 佐藤　良久 佐藤　立子48 時1 分3 .48 秒51274

159 市野　友教 佐々木　希49 時1 分4 .13 秒28276

238 竹永　裕一 竹永　奈緒美50 時1 分4 .31 秒81280
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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110 総出走数 艇605

376 伊藤　明人 佐々木　香51 時1 分4 .42 秒51283

222 阿部 後藤52 時1 分4 .44 秒04285

1 下村　裕美 小松　美里53 時1 分5 .48 秒74300

280 関根　昌代 加藤　伸基54 時1 分6 .12 秒67306

227 藤村　勝博 藤村　容子55 時1 分6 .20 秒22309

468 佐藤　孟 鈴木　宏実56 時1 分6 .25 秒76310

337 横屋 横屋57 時1 分6 .47 秒15317

181 加藤　秀幸 下向　里佳58 時1 分7 .2 秒74320

62 西成 八木59 時1 分7 .11 秒23322

479 小野寺　和幸 小野寺　江梨子60 時1 分7 .55 秒87330

183 湯澤　秀孝 大岡　智子61 時1 分8 .23 秒50337

404 石井 竹内62 時1 分9 .3 秒36349

377 加藤　陽一郎 横田　礼香63 時1 分9 .26 秒76359

316 倉本 倉本64 時1 分9 .35 秒01364

164 森　綱之 森　倫子65 時1 分9 .59 秒49370

495 平本　丈之亮 平本　綾子66 時1 分10 .3 秒04371

143 猪狩　重雄 吉田　由美子67 時1 分10 .3 秒24372

137 佐藤　洋 佐藤　麻子68 時1 分10 .20 秒25374

360 佐藤 菅原69 時1 分10 .29 秒43379

493 好野　義章 Alicia　Ferong70 時1 分10 .30 秒54381

50 高橋　英人 吉田　裕美71 時1 分10 .49 秒34388

529 小又　邦昭 葛西　由里加72 時1 分11 .7 秒47397

173 佐藤 佐藤73 時1 分11 .12 秒62398

194 三原　邦亮 三原　春海74 時1 分11 .43 秒40405

597 小原 小原75 時1 分12 .10 秒34411
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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110 総出走数 艇605

49 松田　直 松田　彩76 時1 分12 .41 秒08418

365 吉田 吉田77 時1 分12 .43 秒35419

426 佐々木 伊藤78 時1 分13 .30 秒91437

209 長澤　貴教 橋本　千穂79 時1 分13 .35 秒91439

332 小笠原　卓磨 舟田　絵梨子80 時1 分13 .40 秒18441

378 米澤　陽介 中崎　望81 時1 分13 .54 秒13447

87 佐藤　佑之 佐藤　芳枝82 時1 分13 .55 秒30448

423 佐々木　宏和 武田　初美83 時1 分14 .11 秒62454

488 池田　正芳 田中　春菜84 時1 分14 .19 秒35456

341 二階堂　早人 桑名　恵美85 時1 分14 .45 秒79462

224 弭間　俊則 弭間　道子86 時1 分15 .44 秒82480

106 及川　勝美 菊池　絵吏子87 時1 分16 .26 秒18488

340 水谷　容一 平栗　弘美88 時1 分16 .33 秒40490

342 府金　豊徳 三熊　昌代89 時1 分17 .24 秒49506

344 菅川　信子 関　正夫90 時1 分17 .45 秒63509

485 長坂 荒屋敷91 時1 分18 .43 秒58512

331 安倍　貴史 安倍　よし子92 時1 分19 .5 秒92516

214 井上　義臣 青木　絵美93 時1 分19 .20 秒94518

244 菅原　裕司 菅原　優子94 時1 分19 .40 秒16525

602 田中 北田95 時1 分22 .24 秒15553

498 長谷川　剛 竹本　綾世96 時1 分23 .2 秒85555

314 梅原　真潮 川上　香織97 時1 分23 .53 秒20558

601 肥田　親彦 畠山　瞳98 時1 分24 .7 秒36559

315 柴田　卓也 今泉　和子99 時1 分24 .12 秒04562

509 武政　祐香 兼古　恭輔100 時1 分24 .41 秒36563
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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110 総出走数 艇605

604 小山内　勤 成田　美穂子101 時1 分25 .9 秒62564

206 渡辺　陽子 玉山　公一102 時1 分26 .13 秒14565

443 佐藤　充 村上　千春103 時1 分28 .18 秒22571

508 柳 大木戸104 時1 分28 .20 秒43572

504 斎藤 欠畑105 時1 分28 .21 秒07573

507 藤島 清水頭106 時1 分28 .27 秒24574

205 金野　千津 秋田谷　一107 時1 分28 .30 秒86576

606 藤澤　沙弥香 中村　條史108 時1 分30 .24 秒50583

565 福士　智 若菜　美樹109 時2 分14 .27 秒25595

567 菊池　真知子 堀切　竜也110 時2 分14 .27 秒60596


