
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 7 41分52秒57 端村 集/藤山 幸雄 ﾊｼﾑﾗ ｱﾂﾒ/ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕｷｵ 兵庫県
2 8 45分46秒06 廣田 康之/弘田 仁治 ﾋﾛﾀ ﾔｽﾕｷ/ﾋﾛﾀﾄｼﾊﾙ 兵庫県
3 10 48分11秒29 佐幸 直也/家段 勝好 ｻｺｳ ﾅｵﾔ/ｶﾀﾞﾝｶﾂﾖｼ 徳島県
4 6 55分07秒39 河内 誠/山口 眞孝 ｶﾜﾁ ﾏｺﾄ/ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 兵庫県
5 3 57分06秒92 高須賀 拓/小比賀 昇人 ﾀｶｽｶ ﾋﾗｸ/ｵﾋﾞｶﾏｻﾋﾄ 徳島県
6 4 57分10秒25 遠藤 周作/曽我 智樹 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｻｸ/ｿｶﾞﾄﾓｷ 徳島県
7 5 1時間00分41秒69 荒井 隼人/島津 新 ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ/ｼﾏﾂﾞｱﾗﾀ 徳島県
8 2 1時間05分05秒64 上久保 光/川東 康規 ｶﾐｸﾎﾞ ﾋｶﾙ/ｶﾜﾋｶﾞｼﾔｽﾉﾘ 徳島県
9 9 1時間06分43秒97 福居 昭博/中原 善行 ﾌｸｲ ｱｷﾋﾛ/ﾅｶﾊﾗﾖｼﾕｷ 徳島県

順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 209 48分57秒58 畠 英雄/畠 美智子 ﾊﾀ  ﾋﾃﾞｵ/ﾊﾀ ﾐﾁｺ 兵庫県
2 210 49分18秒69 三宅 毅/丸野 淳美 ﾐﾔｹ ﾂﾖｼ/ﾏﾙﾉ ｱﾂﾐ 兵庫県
3 201 50分24秒39 松田 英裕/松田 珠弥 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ/ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾏﾐ 愛知県
4 212 57分59秒84 竹内 鉄平/竹元 久美子 ﾀｹｳﾁ ﾃｯﾍﾟｲ/ﾀｹﾓﾄ ｸﾐｺ 愛知県
5 213 58分10秒24 乙武 英明/乙武 静 ｵﾄﾀｹ ﾋﾃﾞｱｷ/ｵﾄﾀｹ ｼｽﾞｶ 兵庫県
6 207 59分32秒63 岡田 千明/南 祥司 ｵｶﾀﾞ ﾁｱｷ/ﾐﾅﾐ ｼｮｳｼﾞ 徳島県
7 202 1時間00分28秒81 真鍋 浩章/真鍋 智子 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ/ﾏﾅﾍﾞ ﾄﾓｺ 徳島県
8 204 1時間01分24秒80 鈴木 麗子/鈴木 満 ｽｽﾞｷ ﾚｲｺ/ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾙ 徳島県
9 208 1時間02分00秒13 山六 安弘/井原 路子 ﾔﾏﾛｸ ﾔｽﾋﾛ/ｲﾊﾗ ﾐﾁｺ 徳島県
10 205 1時間03分34秒48 尾方 宗男/尾方 貢実 ｵｶﾞﾀ ﾑﾈｵ/ｵｶﾞﾀ ｸﾐ 徳島県
11 203 1時間05分25秒08 吉永 順/斎藤 雅彦 ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝ/ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 徳島県
12 211 1時間05分29秒35 崎山 亮/北川 聖子 ｻｷﾔﾏ ﾘｮｳ/ｷﾀｶﾞﾜ ｾｲｺ 徳島県

順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 301 47分26秒43 草柳 尚志/草柳 海翔 ｸｻﾔﾅｷﾞ ｼｮｳｼﾞ/ｸｻﾔﾅｷﾞ ｶｲﾄ 神奈川県
2 304 50分31秒00 花岡 尚賢/花岡 凜 ﾊﾅｵｶ ﾅｵﾖｼ/ﾊﾅｵｶ ﾘﾝ 徳島県
3 303 1時間04分21秒46 中野 理砂/中野 泰輔 ﾅｶﾉ ﾘｻ/ﾅｶﾉ ﾀｲｽｹ 徳島県

順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 414 50分13秒37 Shrosbree Mark - 神奈川県
2 412 50分45秒57 Paul Daniels ポール ダニエルズ 高知県
3 402 51分20秒96 國木 孝治 クニキ タカハル 山口県
4 409 52分59秒90 Youri Lavoine ユーリ ラブアン 東京都
5 407 54分44秒04 横正 宏 ヨコショウ ヒロシ 広島県
6 405 58分38秒34 椿 雅孝 ツバキ マサタカ 和歌山県

コースアウト 403 1時間04分40秒25 澤 優 - 大阪府
コースアウト 408 1時間04分47秒91 森上 秀信 モリカミ ヒデノブ 兵庫県
コースアウト 401 1時間06分13秒93 喜納 進三 キノウ シンゾウ 兵庫県
コースアウト 406 1時間09分04秒55 前川 一彦 マエガワ カズヒコ 奈良県
コースアウト 411 1時間16分36秒92 小田 太一郎 - 徳島県
コースアウト 413 1時間17分34秒89 津川 祐輔 ツガワ ユウスケ 徳島県

男子タンデムの部

男女タンデムの部

親子タンデムの部

男子自艇シングルの部


