
犾守　裕一朗 安陪　真司 杉本　晃基 鈴木　慶祐 新屋　直輝 末原　由都 關　　英幸 山口　慶一 岡田　亮平 大竹　　麟 仲井　陽平 加藤　嵩大 大利　聖南 小林　裕弥 小川原　海斗 野口　千晴

吉見　勇人 安藤　凛斗 小山　晃伸 大阪　拓司 高橋　涼太 上田　壮磨 中田　航平 木村　哲也 小沼　　幹 西野　拓也 村山　凌亮 庄子　諒一 山西　雄太 藤田　朗人 石橋　優寿 中嶋　友宏

志村　遥 竹内　明花 小出　涼子 浪越　惠菜 植木　香帆 須田　彩香 中田　姫花 野田　夏美 北村　美樹 酒井　汐美 宍戸　美華 久保田　愛夏 本間　麗華 木村　　希 石川　夢佳 沼尾　友里

石丸　一磨 鈴木　慶祐 犾守　裕一朗 安陪　真司 仲井　陽平 加藤　嵩大 吉澤　　聡 山下　　涼 本間　　誠 鎌田　孝介 益岡　克成 中田　右京 吉永　駿希 本澤　朋親 小川原　海斗 中澤　孝好

末原　由都 杉本　晃基 新屋　直輝 鈴木　魁人 關　　英幸 山口　慶一 谷藤　　優 荒木　祥宅 新妻　晃輔 解良　　勇 野村　光汰 小平　俊貴 岡野　泰幸 斎藤　郁斗 野口　千晴 花木　卓人

小山　晃伸 大阪　拓司 石橋　優寿 大西　裕介 村山　凌亮 庄子　諒一 古橋　広樹 太田　聖人 大越　祐樹 舘野　裕亮 中田　陽介 石井　真司

藤倉　　惇 山﨑　侑馬 勝亦　　匠 中嶋　友宏 和田　啓汰 松澤　陸人 山口　慶吾 金井　章太郎 迫田　勇樹 須田　尚輝 谷内　康太 恩田　陽二郎

植木　香帆 須田　彩香 酒井　汐美 小出　涼子 斎藤　鈴夏 沓澤　成美 佐藤　　樹 荒井　里奈 橋本　玲奈 佐々木　美恕 清成　真鈴 松村　佳苗 石川　夢佳 沼尾　友里 山口　亜梨紗 植木　美幸

中田　姫花 野田　夏美 浪越　惠菜 大工　綾乃 篠原　香子 西尾　英美 佐々木　舞 山口　春花 永井　ひとみ 藤本　瑞季 安藤　那奈美 古川　真子 伊藤　脩花 生澤　桃花 田口　　舞 馬上　紗音瑠
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競技委員長 審判部長

平成２４年度　関東高等学校カヌー選手権大会

第１７回　関東高等学校カヌー選手権大会

第６位 第７位

2012/6/10

成　績　一　覧　表
富士河口湖町精進湖カヌー競技場

第３位 第５位第４位 第８位

種目

第１位

Deta

横浜修悠館高等学校 越谷東高等学校

第２位

石丸　一磨 鈴木　慶祐

K-1

選手名 犾守　裕一朗 本間　　誠

Time 1.52.1941.52.1941.52.1941.52.194 1.54.8511.54.8511.54.8511.54.851

学校名

山下　　涼

高崎健康福祉大高崎高等学校 高崎健康福祉大高崎高等学校

杉本　晃基 吉澤　　聡

横浜修悠館高等学校横浜修悠館高等学校

1.55.0681.55.0681.55.0681.55.068 1.55.4951.55.4951.55.4951.55.495

横浜修悠館高等学校

1.55.8731.55.8731.55.8731.55.873

1.56.1421.56.1421.56.1421.56.142

吉見　勇人

1.56.9391.56.9391.56.9391.56.939

佐倉高等学校

2.17.0702.17.0702.17.0702.17.070

日体荏原高等学校

2.20.4502.20.4502.20.4502.20.450

2.22.7282.22.7282.22.7282.22.728

大阪　拓司

宍戸　美華

佐倉高等学校 富士河口湖高等学校

K-4

学校名 横浜修悠館高等学校

1.37.6641.37.6641.37.6641.37.664

横浜修悠館高等学校

1.39.7021.39.7021.39.7021.39.702

Time

那珂湊高等学校

前橋南高等学校

1.53.3631.53.3631.53.3631.53.363

学校名 佐倉高等学校横浜修悠館高等学校

佐倉高等学校

西邑楽高等学校

2.18.9202.18.9202.18.9202.18.920

C-1

選手名 小山　晃伸 益山　　峻

学校名 館林商工高等学校 横浜修悠館高等学校

2.11.5932.11.5932.11.5932.11.593Time 2.11.3032.11.3032.11.3032.11.303 2.11.7442.11.7442.11.7442.11.744

横浜修悠館高等学校

高橋　涼太

植木　香帆渡邉　えみ里

C-2

選手名

2.06.1842.06.1842.06.1842.06.184

学校名 横浜修悠館高等学校 館林商工高等学校

Time 2.02.0812.02.0812.02.0812.02.081

選手名

2.19.5202.19.5202.19.5202.19.520

WK-2

選手名

学校名 佐倉高等学校小見川高等学校

K-2

2.11.6932.11.6932.11.6932.11.693 2.12.0872.12.0872.12.0872.12.087

館林商工高等学校

さいたま市立大宮北高等学校

2.17.7902.17.7902.17.7902.17.790

県立浦和高等学校

2.18.6652.18.6652.18.6652.18.665

2.28.5732.28.5732.28.5732.28.573

佐倉高等学校

1.47.5141.47.5141.47.5141.47.514

横浜修悠館高等学校

2.19.2232.19.2232.19.2232.19.223

WK-4

Time

佐倉高等学校西邑楽高等学校

2.00.2142.00.2142.00.2142.00.214

学校名

選手名

2.01.3142.01.3142.01.3142.01.314

小山南高等学校

2.08.7922.08.7922.08.7922.08.792 2.11.8492.11.8492.11.8492.11.849 2.12.0262.12.0262.12.0262.12.026 2.16.1412.16.1412.16.1412.16.141 2.30.7712.30.7712.30.7712.30.7712.18.2032.18.2032.18.2032.18.203

さいたま市立大宮北高等学校
越谷東高等学校 小山南高等学校

1.53.4121.53.4121.53.4121.53.412

小山南高等学校

2.22.0992.22.0992.22.0992.22.099

小山南高等学校

2.39.7332.39.7332.39.7332.39.733

1.51.6461.51.6461.51.6461.51.646

県立浦和高等学校

越谷東高等学校

2.19.3612.19.3612.19.3612.19.361

2.34.9452.34.9452.34.9452.34.945

今井　　敬

館林商工高等学校

2.18.1442.18.1442.18.1442.18.144

佐倉高等学校

2.21.5002.21.5002.21.5002.21.500

高崎健康福祉大高崎高等学校

西邑楽高等学校

酒井　汐美 野田　夏美

那珂湊高等学校

2.16.3882.16.3882.16.3882.16.388

横浜修悠館高等学校横浜修悠館高等学校

小出　涼子

2.14.8952.14.8952.14.8952.14.895

西邑楽高等学校

玉村高等学校

1.59.2561.59.2561.59.2561.59.256

西野　拓也

1.56.5331.56.5331.56.5331.56.533

2.00.1332.00.1332.00.1332.00.133

小林　裕弥

1.59.3831.59.3831.59.3831.59.383

Ｃ-4

学校名

1.58.9801.58.9801.58.9801.58.980 2.12.0592.12.0592.12.0592.12.059

館林商工高等学校 さいたま市立大宮北高等学校

玉村高等学校

山﨑　侑馬

2.24.4342.24.4342.24.4342.24.434

館林商工高等学校

富士河口湖高等学校

須田　彩香

2.22.4002.22.4002.22.4002.22.400

さいたま市立大宮北高等学校

2.16.6622.16.6622.16.6622.16.662

1.52.1321.52.1321.52.1321.52.132

横浜修悠館高等学校

2.19.0502.19.0502.19.0502.19.050

1.51.2351.51.2351.51.2351.51.235

横浜修悠館高等学校

1.46.1631.46.1631.46.1631.46.163 1.47.5291.47.5291.47.5291.47.529

2.22.6852.22.6852.22.6852.22.685 2.51.1462.51.1462.51.1462.51.146

2.14.0182.14.0182.14.0182.14.0182.08.4592.08.4592.08.4592.08.459

高崎健康福祉大高崎高等学校
越谷東高等学校

3.39.2043.39.2043.39.2043.39.204

WK-1

Time 2.15.0102.15.0102.15.0102.15.010 2.16.2402.16.2402.16.2402.16.240

学校名 小見川高等学校 富士河口湖高等学校

選手名 志村　遥

西邑楽高等学校 佐倉高等学校 日体荏原高等学校

県立浦和高等学校 県立浦和高等学校 館林商工高等学校小山南高等学校

1.46.4601.46.4601.46.4601.46.4601.44.5561.44.5561.44.5561.44.556 1.44.5601.44.5601.44.5601.44.560

Time

Time

Time

選手名

選手名

西邑楽高等学校

2.18.5642.18.5642.18.5642.18.564


