
令和元年度関東高等学校カヌー大会　成績一覧 令和元年6月8・9日　　精進湖カヌー競技場
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鈴木　翔大 多田良　樹生 關口　晃規 吉岡　和美 澤樹　鷹人 梶原　雅樹 駒﨑　廉 今西　悠人 杉本　敬太
1分55秒681 1分57秒770 1分58秒401 1分59秒668 2分03秒486 2分03秒974 2分05秒382 2分08秒445 2分11秒406

山梨県立富士河口湖 山梨県立富士河口湖 関東第一 千葉県立小見川 埼玉県立浦和 神奈川県立横浜修悠館横須賀 関東第一 千葉県立佐倉 群馬県立前橋南
鈴木　翔大 關口　晃規 梶原　雅樹 小佐野　広大 藤崎　雄太 小沼　航河 澤樹　鷹人 伊東　拓海 笹浪　陽樹
多田良　樹生 駒﨑　廉 金城　那弥 松本　薫弥 今西　悠人 大戸　隆一 石川　直英 荒沼　瑠依 市川　幹太
1分51秒363 1分53秒071 1分55秒610 1分55秒812 1分56秒083 1分56秒633 1分58秒045 1分58秒880 2分03秒372

山梨県立富士河口湖 関東第一 神奈川県立横浜修悠館横須賀 山梨県立富士河口湖 千葉県立佐倉 埼玉県立越谷東 埼玉県立浦和 茨城県立波崎柳川 千葉県立佐倉
鈴木　翔大 金城　那弥 藤崎　雄太 井野　佑成 澤樹　鷹人 坂本　亮太 黒澤　匠 小沼　航河 綿貫　光洋
多田良　樹生 高井　駿輔 笹浪　陽樹 根岸　優大 佐藤　亮輔 板澤　大地 栩木　孝一郎 水野　悟武 柴田　寛大
小佐野　広大 島田　祥利 市川　幹太 山口　陸斗 稲垣　陽人 浅尾　公輝 小林　祥輝 髙橋　楓翔 鈴木　晟丈
松本　薫弥 千田　陽生 今西　悠人 平澤　幸太 石川　直英 山内　琢雅 日渡　修也 小島　大昌 袋布　新太郎
1分43秒708 1分46秒013 1分46秒172 1分51秒356 1分51秒680 1分51秒885 1分54秒933 1分55秒600 1分57秒020

山梨県立富士河口湖 神奈川県立横浜修悠館横須賀 千葉県立佐倉 栃木県立佐野東 埼玉県立浦和 さいたま市立大宮北 茨城県立那珂湊 埼玉県立越谷東 千葉県立佐倉
佐藤　拓馬 渡邊　舜太 三浦　里恩 石﨑　楓馬 金子　誠生 樫村　衛 瀧澤　陸人 飯野　一輝 津田　新司
2分12秒625 2分13秒423 2分17秒238 2分17秒492 2分18秒587 2分26秒085 2分27秒973 2分33秒730 2分34秒141

山梨県立富士河口湖 山梨県立富士河口湖 山梨県立富士河口湖 茨城県立那珂湊 千葉県立佐倉 千葉県立佐倉 千葉県立佐倉 千葉県立佐倉 神奈川県立横浜修悠館横須賀

佐藤　拓馬 山口　翔大 樫村　衛 川崎　大地 生田目　悠 戸部　拓郎 猿渡　大介 飯野　一輝 毛利　文哉
三浦　里恩 津田　新司 外岡　晴雪 石﨑　楓馬 和田　拓真 殿岡　大輝 田辺　竣也 下田　悠平 岡田　真平
2分04秒068 2分06秒101 2分10秒355 2分10秒358 2分11秒527 2分13秒384 2分15秒712 2分16秒261 2分16秒900

山梨県立富士河口湖 神奈川県立横浜修悠館横須賀 千葉県立佐倉 茨城県立那珂湊 茨城県立那珂湊 群馬県立前橋南 埼玉県立浦和 千葉県立佐倉 さいたま市立大宮北
山口　翔大 金子　誠生 川崎　大地 樫村　衛 内村　彩人 星野　圭亮 生田目　悠 宇都宮　彬聡 田辺　竣也
津田　新司 瀧澤　陸人 西野　誓馬 飯野　一輝 植松　勇太 千葉　郁弥 福島　隆斗 杉本　彩斗 石井　大河
佐竹　大河 外岡　晴雪 和田　拓真 高遠　壮太 小川　義瞬 杉山　和也 浅井　琉兵 小林　歩夢 坂本　匠
谷口　健太 下田　悠平 石﨑　楓馬 成川　輔 佐藤　京介 久保　瑳也 藤村　大暉 入沢　空向 藤田　世怜
1分58秒074 2分00秒961 2分02秒094 2分05秒305 2分08秒615 2分11秒988 2分13秒257 2分13秒407 2分17秒428

神奈川県立横浜修悠館横須賀 千葉県立佐倉 茨城県立那珂湊 千葉県立佐倉 群馬県立館林商工 栃木県立小山南 茨城県立那珂湊 埼玉県立越谷東 埼玉県立浦和
諏訪　智美 髙野　真緒 柳堀　あいり 仲野　茉祐 三好　ひなた 髙橋　星菜 渡邊　愛美 渡邉　青空 熊岡　亜弥
2分15秒472 2分17秒053 2分21秒624 2分22秒637 2分23秒189 2分25秒721 2分25秒986 2分26秒340 2分27秒167

千葉県立小見川 千葉県立小見川 千葉県立小見川 茨城県立鹿島 千葉県立佐倉 千葉県立小見川 山梨県立富士河口湖 山梨県立富士河口湖 東京都立千早
柳堀　あいり 諏訪　智美 渡邉　青空 仲野　茉祐 稲員　真央 千明　詩織 栗田　実聖 加村　奈子 伏田　采永
髙野　真緒 髙橋　星菜 小林　このみ 保立　千宙 三好　ひなた 志田　優稀 塚崎　メウ 栗原　日向子 八反田　彩華
2分07秒093 2分11秒031 2分13秒665 2分16秒870 2分17秒024 2分17秒871 2分22秒966 2分23秒477 2分26秒327

千葉県立小見川 千葉県立小見川 山梨県立富士河口湖 茨城県立鹿島 千葉県立佐倉 群馬県立前橋南 群馬県立西邑楽 さいたま市立大宮北 茨城県立波崎柳川
柳堀　あいり 稲員　真央 千明　詩織 新井　花奈 栗田　実聖 矢部　みな美 伊藤　海月 牧山　紗英子
諏訪　智美 折戸　亜優 志田　優稀 清水　楓子 塚崎　メウ 橋本　萌 小瀬　仁那 板橋　一華
髙野　真緒 伊藤　萌 水澤　幸音 女屋　詩織里 井上　莉瑚 初見　菜緒 河内　璃子 伊藤　菜花
髙橋　星菜 三好　ひなた 小野里　萌枝 黒澤　紀湖 金井　愛嘉 栁田　麻衣 岩戸　梨紗 塩原　心愛
2分00秒892 2分05秒531 2分08秒175 2分14秒359 2分16秒406 2分21秒487 2分28秒590 2分34秒207

千葉県立小見川 千葉県立佐倉 群馬県立前橋南 群馬県立前橋東 群馬県立西邑楽 栃木県立小山南 栃木県立佐野東 埼玉県立越谷東

1 1位 2位 3位
山梨県立富士河口湖 千葉県立佐倉 神奈川県立横浜修悠館横須賀

65点 40点 31点
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千葉県立小見川 千葉県立佐倉 茨城県立鹿島
47点 15点 10点
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