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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64 総出走数 艇665

147 今野　祐記 今野　蒼馬1 時0 分42 .48 秒382

28 大隈　はな 大隈　健五2 時0 分50 .7 秒4743

599 林　正 林　右京3 時0 分51 .31 秒5555

327 三ヶ森　善智 三ヶ森　秀典4 時0 分53 .14 秒2377

148 赤坂　俊樹 赤坂　卓哉5 時0 分53 .40 秒3483

540 吉田　孝司 吉田　岳登6 時0 分54 .31 秒6493

572 小笠原　匠 小笠原　新7 時0 分54 .32 秒7794

660 髙橋　宏臣 髙橋　太陽8 時0 分56 .11 秒03113

571 泉川　悠哉 泉川　和志9 時0 分56 .32 秒12120

401 觸澤　篤司 觸澤　歩10 時0 分56 .59 秒80127

542 プリティ　ブライア
ン

プリティ天山11 時0 分58 .22 秒61152

40 遠藤　誠 遠藤　美咲12 時0 分58 .51 秒20163

60 智田　文徳 智田　康介13 時0 分58 .57 秒56167

600 佐々木　久哉 佐々木　雄斗14 時0 分59 .30 秒91179

199 藤村　日南花 藤村　誠15 時1 分1 .27 秒95216

534 千葉　満輝 千葉　誠太郎16 時1 分1 .57 秒67229

29 大隈　うた 大隈　聡子17 時1 分2 .3 秒84233

520 藤村　淳人 藤村　風香18 時1 分2 .19 秒12239

321 新田　浩幸 新田　倖大19 時1 分2 .50 秒55248

326 吉田　幸司 吉田　陽樹20 時1 分3 .19 秒00265

403 金澤　青空 金澤　覚郎21 時1 分3 .43 秒36271

200 松宮　浩司 松宮　司22 時1 分3 .56 秒66274

20 谷本　知里 谷本　智哉23 時1 分5 .6 秒64293

541 坂本 坂本24 時1 分5 .57 秒86313

337 木村　健 木村　史緒25 時1 分6 .12 秒11317
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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64 総出走数 艇665

129 小野寺　和幸 小野寺　江梨子26 時1 分6 .37 秒08326

425 神山　誠 神山　真綾27 時1 分6 .56 秒44334

197 成澤　直樹 成澤　蘭太郎28 時1 分7 .44 秒78350

365 吉田　匡宏 吉田　知生29 時1 分7 .54 秒75353

158 湯澤　弘子 湯澤　舞30 時1 分7 .59 秒02355

640 柴田　学 柴田　怜奈31 時1 分8 .3 秒77357

641 柏木　郁也 柏木　優作32 時1 分8 .32 秒81364

370 藤原　直也 藤原　未来33 時1 分9 .59 秒11397

335 細川　康 細川　稜太34 時1 分10 .3 秒25400

53 小杉　浩 小杉　佑晴35 時1 分10 .12 秒55404

357 佐藤　洋司 佐藤　菜々香36 時1 分10 .47 秒48419

43 小田島 小田島37 時1 分11 .8 秒25425

446 丸山　盛貴 丸山　宏貴38 時1 分11 .51 秒48434

38 佐々木　史生 佐々木　翼39 時1 分11 .55 秒22437

380 山口　博 山口　悠哉40 時1 分11 .56 秒09438

202 友安　弘美 友安　皐舜41 時1 分12 .32 秒09448

34 斉藤　将 斉藤　優奈42 時1 分12 .55 秒47454

16 伊藤　清輝 伊藤　詩葉43 時1 分13 .33 秒97460

419 西川 西川44 時1 分14 .5 秒83466

271 岩渕　忠徳 岩渕　慎45 時1 分14 .31 秒34474

320 長谷川　朋子 長谷川　司46 時1 分14 .31 秒42475

74 及川　貴史 及川　奈々葉47 時1 分14 .39 秒25477

316 渡辺　正和 渡辺　一諒48 時1 分15 .0 秒20485

619 高橋　美紀子 高橋　春菜49 時1 分15 .0 秒81486

373 藤澤　義美 藤澤　和寿50 時1 分15 .9 秒47487
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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64 総出走数 艇665

181 久保　智史 久保　ほのか51 時1 分15 .38 秒95494

1 夏井　和美 夏井　丈52 時1 分16 .6 秒72508

213 永島　孝治 永島　滉太53 時1 分16 .8 秒50509

535 川村　智朗 川村　菜々美54 時1 分16 .37 秒08515

413 圓子　貴史 圓子　莉彩55 時1 分18 .55 秒27547

336 田近　滋 田近　雛野56 時1 分19 .17 秒09549

37 野澤　清志 野澤　賢人57 時1 分19 .24 秒58551

366 飯塚　康博 飯塚　桃風58 時1 分21 .11 秒22564

219 佐藤　晋作 佐藤　虹太郎59 時1 分23 .8 秒17592

645 西舘　量也 西舘　愛煌60 時1 分24 .17 秒31604

488 飛塚　拓 飛塚　功汰61 時1 分24 .55 秒95608

374 伊東　直人 伊東　亮太郎62 時1 分24 .59 秒53609

201 松嶋　大 松嶋　かのん63 時1 分30 .44 秒72627

583 千葉　茂樹 千葉　太陽　 時- 分- .- 秒-リタイヤ


