
距離   ５００ｍ 平成２８年６月１８日（土）・１９日（日）　会場／三重県四日市市・伊坂ダム 東海高等学校体育連盟カヌー専門部

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位

得   点 １０点 ８点 ７点 ６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点

松代　龍治 内田　海斗 近藤　悠哉 福井　琢斗 水野　貴斗 渡辺　万葉 桑畑　快斗 小野島  昌 中島　　輝

南山高等学校 愛知県立東郷高等学校 三重県立桑名西高等学校 愛知県立東郷高等学校 愛知県立豊田西高等学校 岡崎学園高等学校 名鉄学園杜若高等学校 静岡県立川根高等学校 愛知県立東郷高等学校

タイム 1′47″80 1′50″67 1′51″26 1′51″81 1′55″67 2′00″22 1′55″28 1′56″02 1′56″82

内田　海斗 近藤　悠哉 桑畑　快斗 樋口　貴都 竹内　康史 小野島  昌 水野　貴斗 古川　友海 尾田　亮馬

福井　琢斗 知念　正樹 寄神　昂太 廣瀬　　凱 眞玉　和茂 根岸恵二郎 瀬下　恭平 小野島  海 纐纈　尋基

愛知県立東郷高等学校 三重県立桑名西高等学校 名鉄学園杜若高等学校 愛知県立豊田南高等学校 愛知県立三好高等学校 静岡県立川根高等学校 愛知県立豊田西高等学校 静岡県立川根高等学校 岐阜県立八百津高等学校

タイム 1′41″97 1′44″56 1′44″67 1′45″70 1′57″27 1′57″52 1′48″65 1′52″65 1′53″63

伊藤　健吾 小野島  昌 知念　正樹 竹内　康史 尾田　亮馬 塚本　嵩虎 小澤　　巽 近藤　悠哉 猪野　悠羽

北川　幸汰 根岸恵二郎 松永　泰樹 眞玉　和茂 纐纈　尋基 土屋　柚月 鈴木　綾馬 近藤　虹介 安藤　希龍

桑畑　快斗 小野島  海 山王　　翼 法村　樹生 武田　英樹 杉本　和紀 小野島  優 佐治　陽己 浅井　蒼太

寄神　昂太 古川　友海 大野　　真 青山　　廉 西野　壮哉 白倉　直樹 松﨑　巧汰 辻　　悠希 磯貝　龍二

名鉄学園杜若高等学校 静岡県立川根高等学校 三重県立桑名西高等学校 愛知県立三好高等学校 岐阜県立八百津高等学校 静岡県立焼津水産高等学校 静岡県立川根高等学校 三重県立桑名西高等学校 岐阜県立八百津高等学校

タイム 1′38″49 1′41″50 1′44″56 1′44″73 1′47″76 1′52″88 1′54″93 2′11″90 2′29″06

森　　優樹 大山　温也 伊藤　純弥 品田　修佑 伊藤　　廉 中村　尚平 石黒　　健 安江　　宏 柴田　晴行

名鉄学園杜若高等学校 愛知県立豊田工業高等学校 名鉄学園杜若高等学校 名鉄学園杜若高等学校 三重県立桑名西高等学校 名鉄学園杜若高等学校 静岡県立川根高等学校 岐阜県立八百津高等学校 愛知県立東郷高等学校

タイム 1′59″11 2′02″55 2′03″23 2′05″37 2′05″61 2′05″80 2′07″44 2′07″70 2′09″01

品田　修佑 柴田　晴行 安江　　宏 恩田　遥希 石黒　　健 伊藤　純弥 渡辺　智司 山川　恵大 小玉　秀明

森　　優樹 津谷　恭汰 穂積　友基 小寺　将矢 北原　奏太 藤山恵太朗 バラネアラン 水元　俊介 松井　柊哉

名鉄学園杜若高等学校 愛知県立東郷高等学校 岐阜県立八百津高等学校 名鉄学園杜若高等学校 静岡県立川根高等学校 名鉄学園杜若高等学校 岐阜県立八百津高等学校 静岡県立焼津水産高等学校 静岡県立川根高等学校

タイム 1′52″33 1′55″54 1′55″77 1′56″03 1′59″33 2′05″71 2′04″89 2′09″94 2′15″91

伊藤　純弥 安江　　宏 恩田　遥希 石黒　　健 山口　雄己

品田　修佑 穂積　友基 芝下　淳史 北原　奏太 荒井　一樹

森　　優樹 渡辺　智司 中村　尚平 小玉　秀明 巾　　大輝

小寺　将矢 バラネアラン 藤山恵太朗 榊原　晴哉 纐纈龍太郎

名鉄学園杜若高等学校 岐阜県立八百津高等学校 名鉄学園杜若高等学校 静岡県立川根高等学校 岐阜県立八百津高等学校

タイム 1′44″96 1′49″94 1′51″71 1′53″85 2′31″45

宮嶋　里沙 溝口　朋美 今村　涼音 光岡　乃愛 近藤　奈生 今村　絢音 礒部　芽生 小川　真奈 城戸　千夏

光ヶ丘女子高等学校 愛知県立豊田南高等学校 愛知県立岡崎北高等学校 愛知県立豊田南高等学校 愛知県立岡崎高等学校 愛知県立岡崎東高等学校 名鉄学園杜若高等学校 岐阜県立八百津高等学校 名鉄学園杜若高等学校

タイム 2′07″10 2′07″85 2′14″98 2′15″17 2′16″13 2′17″52 2′18″10 2′19″26 2′19″63

溝口　朋美 伊豆原萌子 礒部　芽生 井鍋　綾香 小川　真奈 服田　芽依 片谷　茉那 増田　杏樹

光岡　乃愛 城戸　千夏 小県　銀河 加茂　亜弓 渡邉まり乃 笠原　蓮内 浅野　莉舞 成川　瑞季

愛知県立豊田南高等学校 名鉄学園杜若高等学校 名鉄学園杜若高等学校 静岡県立焼津水産高等学校 岐阜県立八百津高等学校 愛知県立三好高等学校 愛知県立三好高等学校 静岡県立焼津水産高等学校

タイム 2′00″81 2′06″59 2′11″18 2′14″68 2′17″25 2′19″49 2′20″00 2′36″12

伊豆原萌子 服田　芽依 鶴橋　　涼 小島　彩未

礒部　芽生 笠原　蓮内 井鍋　綾香 小山　唯花

小県　銀河 片谷　茉那 加茂　亜弓 渡邉　美希

城戸　千夏 浅野　莉舞 中野　美紅 前田　沙羅

名鉄学園杜若高等学校 愛知県立三好高等学校 静岡県立焼津水産高等学校 岐阜県立八百津高等学校

タイム 1′57″81 2′05″84 2′06″91 2′55″93

１位 ２位 ２位 ４位 ５位 ６位

男子 名鉄学園杜若高等学校 愛知県立東郷高等学校 静岡県立川根高等学校 岐阜県立八百津高等学校 三重県立桑名西高等学校 愛知県立三好高等学校

得点 84点 34点 34点 32点 29点 11点

１位 ２位 ３位 ３位 ５位 ６位

女子 名鉄学園杜若高等学校 愛知県立豊田南高等学校 愛知県立三好高等学校 静岡県立焼津水産高等学校 岐阜県立八百津高等学校 光ヶ丘女子高等学校

得点 29点 24点 15点 15点 13点 10点

第63回東海高等学校総合体育大会カヌー競技
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女子総合成績

男子
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男子
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