
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位

選手名 佐藤　旭 八橋　巧 松代　龍治 安藤　久騎 深田　康平 鈴木　翔大 鈴木　海渡 松川　瑛 山田　義人

タイム 00:42.139 00:42.270 00:42.765 00:42.920 00:43.272 00:43.592 00:43.945 00:44.006 00:46.999

所　属 谷地高校 三潴高校 南山高校 坂出高校 吉田高校 富士河口湖高校 谷地高校 本荘高校 沖縄水産高校

選手名 今野　魁斗・佐々木　敬恒 内田　海斗・福井　琢斗 鈴木　海渡・戸田　風優人 桑原　響・小田原　涼 堤　亮二・下川　拓樹 設楽　勝太・小野　隼人 山田　義人・喜友名　泰志 川村　洸輔・中戸　奎介 白川　翔大・田部　元基

タイム 00:39.020 00:39.183 00:39.439 00:39.728 00:39.810 00:40.028 00:40.489 00:41.171 00:41.582

所　属 中新田高校 東郷高校 谷地高校 高田高校 三潴高校 谷地高校 沖縄水産高校 田辺工業高校 高瀬高校

設楽　勝太・小野　隼人 今野　魁斗・佐々木　敬恒 堤　亮二・下川　拓樹 戸田　風優人・安達　優駿 迫田　寛之・西村　拓朗 内田　海斗・福井　琢斗 上村　倖太郎・福山　陸 杉井　太一・末光　聖 鈴木　翔大・渡邉　森人

佐藤　旭・鈴木　海渡 佐々木　誠脩・佐藤　千紘 八橋　巧・田中　政弥 設楽　航大・伊藤　朔人 小鑓　彰人・角谷　文太 中島　輝・嬉野　翔大 前田　竜士・脇中　孝成 吉田　武・土居　颯 伊藤　昂輝・多田良　樹生

タイム 00:36.256 00:36.667 00:36.765 00:37.135 00:37.603 00:37.996 00:38.027 00:38.527 00:38.875

所　属 谷地高校 中新田高校 三潴高校 谷地高校 八幡商業高校 東郷高校 神島高校 大洲高校 富士河口湖高校

選手名 中尾　一稀 鈴木　涼太 岩男　凌 山中　悠平 椎葉　懸生 髙比良　海斗 阪口　雄基 辻　颯馬 仲田　翼

タイム 00:48.337 00:49.213 00:49.216 00:49.349 00:49.725 00:49.921 00:50.342 00:50.621 00:51.997

所　属 出雲農林高校 小見川高校 高田高校 横浜修悠館横須賀高校 球磨工業高校 長崎鶴洋高校 坂出高校 久美浜高校 富士河口湖高校

選手名 荒木　岳樹・伊藤　真大 中尾　一稀・中尾　勇稀 福島　晴貴・平井　兵馬 恩田　遥希・小寺　将矢 米光　陸・熊井　雄弥 竹中　隆也・楠本　拓海 椎葉　懸生・田山　大誠 上田　大賀・髙雄　規孝 阪口　雄基・渡辺　誉史希

タイム 00:45.300 00:46.449 00:46.527 00:46.571 00:46.855 00:46.885 00:47.147 00:47.663 00:47.922

所　属 谷地高校 出雲農林高校 水橋高校 名鉄学園杜若高校 高田高校 神島高校 球磨工業高校 綾部高校 坂出高校

米光　陸・熊井　雄弥 荒木　岳樹・斎藤　翼 阪口　雄基・田中　晴大 中村　尚平・恩田　遥希 木下　慶・楠本　拓海 椎葉　懸生・田山　大誠 服部　恵海・小川　健太郎 小笠原　蓮・朽木　風翔 谷岡　優・中野　裕太

岩永　紘明・田中　智貴 小林　雄飛・伊藤　真大 山戸　蓮・渡辺　誉史希 小寺　将矢・芝下　淳史 宮森　幹昇・竹中　隆也 右田　眞崇・椎葉　峻 ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ ﾏｲｹﾙ・原口　雄世 高野　響・吉田　俊吾 中村　優弥・稲村　圭悟

タイム 00:41.380 00:42.391 00:42.732 00:42.822 00:43.044 00:43.081 00:43.170 00:43.578 00:43.946

所　属 高田高校 谷地高校 坂出高校 名鉄学園杜若高校 神島高校 球磨工業高校 宮崎大宮高校 不来方高校 倉吉総合産業高校

選手名 PETRAN　Fanni 浦田　樹里 佐藤　友香 菊池　夏生 平尾　和奏 中村　天音 綿貫　由希 髙野　真緒 信尾　光里

タイム 00:48.046 00:49.205 00:49.209 00:49.751 00:50.441 00:50.651 00:51.276 00:51.900 00:51.963

所　属 福井工大福井高校 水橋高校 谷地高校 不来方高校 坂出高校 谷地高校 大分舞鶴高校 小見川高校 大洲高校

選手名 菊池　夏生・北舘　知沙 浦田　樹里・中田　舞絢 佐藤　友香・中村　天音 尾﨑　真衣・北川　千咲都 吉田　奈未・中村　静玖 諏訪　智美・柳堀　あいり 長尾　咲歩・福田　りん 伊豆原　萌子・礒部　芽生 小倉　陽・髙垣　未結

タイム 00:45.868 00:46.144 00:46.392 00:47.499 00:47.866 00:48.524 00:48.585 00:48.725 00:50.875

所　属 不来方高校 水橋高校 谷地高校 大津高校 谷地高校 小見川高校 坂出工業高校 名鉄学園杜若高校 神島高校

佐藤　友香・中村　天音 菊池　夏生・北舘　知沙 小倉　陽・髙垣　未結 梅崎　茜吏・籾木　彩乃 諏訪　智美・柳堀　あいり 礒部　芽生・中尾　璃紅 光田　ちひろ・尾﨑　真衣 平泉　真衣・奥山　綾乃 細貝　美菜子・茂木　咲乃

吉田　奈未・中村　静玖 佐々木　伶奈・鷹橋　茉美 栗原　萌衣・小林　実央 樋渡　千歩・大垣　柚月 髙野　真緒・髙橋　星菜 小県　銀河・城戸　千夏 北川　千咲都・山越　なな帆 布施　笑美子・柴田　怜奈 林　ゆりか・齋藤　綾花

タイム 00:42.461 00:42.769 00:43.411 00:44.292 00:44.403 00:44.507 00:44.976 00:45.307 00:46.212

所　属 谷地高校 不来方高校 神島高校 宮崎商業高校 小見川高校 名鉄学園杜若高校 大津高校 谷地高校 前橋南高校

競 技 委 員 長 審 判 部 長

安井　國士
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永尾　澄男
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平成29年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技
第33回全国高等学校カヌー選手権大会
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山形県西川町
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