
５００ｍ 平成24年10月20日　福島県阿武隈漕艇場

種　　　目 １　　　位 ２　　　位 ３　　　位 ４　　　位 ５　　　位 ６　　　位 ７　　　位 ８　　　位 ９　　位

古　澤　康　太 菅　野　寿　斗 後　藤　　　健 三　澤　涼　太 松　田　　　廉 鴫　原　雄　斗 斎　藤　弘　希 細　谷　亮　一 朝　倉　章　太

01:45.7 01:48.8 01:52.0 01:52.4 01:53.9 01:55.7 01:55.8 01:57.0 02:00.4

谷地高等学校 安達高等学校 中新田高等学校 谷地高等学校 谷地高等学校 二本松工業高等学 不来方高等学校 谷地高等学校 二本松工業高等学

(山形県) (福島県) (宮城県) (山形県) (山形県) (福島県) (岩手県) (山形県) (福島県)

古　澤　康　太 鴫　原　雄　斗 三　澤　涼　太 後　藤　　　健 沖　田　富　栄 佐　藤　公　也 鈴　木　俊　兵 真　壁　　　涼

松　田　　　廉 野　地　裕　太 細　谷　亮　一 三　浦　和　也 秋　元　祐　樹 朝　倉　章　太 小　林　大　貴 小　北　　　匠

01:42.2 01:45.4 01:46.0 01:48.0 01:51.0 01:52.7 01:53.4 02:05.2

谷地高等学校 二本松工業高等学 谷地高等学校 中新田高等学校 安達高等学校 二本松工業高等学 寒河江高等学校 谷地高等学校

(山形県) (福島県) (山形県) (宮城県) (福島県) (福島県) (山形県) (山形県)

古　澤　康　太 鴫　原　雄　斗 後　藤　　　健 鈴　木　俊　兵 長　岡　祐　貴 菅　生　拓　良 佐　藤　宏　樹

細　谷　亮　一 野　地　裕　太 三　浦　和　也 工　藤　樹　紀 大　沼　優　人 鹿　野　晃　秀 高　橋　　　涼

松　田　　　廉 佐　藤　公　也 板　垣　一　輝 小　林　大　貴 秋　葉　俊　宏 小野寺　涼　太 阿　部　将　大

三　澤　涼　太 朝　倉　章　太 佐　藤　大　夢 小　池　琢　郎 加　藤　優　貴 毛　塚　洋　太 尾　形　世　蓮

01:36.2 01:41.8 01:47.1 01:50.6 01:54.1 02:00.1 02:22.0

谷地高等学校 二本松工業高等学 中新田高等学校 寒河江高等学校 寒河江高等学校 石巻商業高等学校 登米高等学校

(山形県) (福島県) (宮城県) (山形県) (山形県) (宮城県) (宮城県)

服　部　拓　斗 日　野　大　和 田　宮　佳　祐 千　葉　朋　樹 斎　藤　　　海 茂　木　正　也 竹　田　　　琢 押　野　直　侑 齋　藤　　　竣

02:07.2 02:08.8 02:12.5 02:18.5 02:18.7 02:21.2 02:21.5 02:22.4 02:23.9

二本松工業高等学 石巻商業高等学校 左沢高等学校 中新田高等学校 二本松工業高等学 石巻商業高等学校 寒河江高等学校 谷地高等学校 中新田高等学校

(福島県) (宮城県) (山形県) (宮城県) (福島県) (宮城県) (山形県) (山形県) (宮城県)

服　部　拓　斗 日　野　大　和 千　葉　朋　樹 斎　藤　　　海 高　橋　　　翼 茂　木　正　也 鎌　田　健　太 佐　藤　大　介

塩　谷　勇　太 日　野　湧　士 齋　藤　　　竣 野　地　一　輝 澁　谷　和　宏 佐　藤　太　知 千　葉　雅　大 今　野　達　也

02:00.9 02:06.3 02:14.2 02:18.9 02:20.8 02:22.0 02:29.3 02:35.3

二本松工業高等学 石巻商業高等学校 中新田高等学校 二本松工業高等学 中新田高等学校 石巻商業高等学校 中新田高等学校 谷地高等学校

(福島県) (宮城県) (宮城県) (福島県) (宮城県) (宮城県) (宮城県) (山形県)

保　科　澪唯華 武　田　　　咲 佐々木　清　夏 佐　藤　由　貴 朝　倉　晴　菜 北　畠　道　緒

02:06.6 02:09.4 02:13.1 02:13.5 02:16.2 02:22.5

谷地高等学校 谷地高等学校 不来方高等学校 不来方高等学校 安達高等学校 寒河江高等学校

(山形県) (山形県) (岩手県) (岩手県) (福島県) (山形県)

武　田　　　咲 佐　藤　由　貴 中　村　舞七海 平　泉　絵理奈 片　野　希　優 北　畠　道　緒 田　村　美　咲

保　科　澪唯華 佐々木　清　夏 熊　谷　静　紅 白　田　葉　月 朝　倉　晴　菜 桑　原　みすず 板　山　由香里

01:59.2 02:03.4 02:08.9 02:09.3 02:11.5 02:12.3 02:17.4

谷地高等学校 不来方高等学校 不来方高等学校 谷地高等学校 安達高等学校 寒河江高等学校 不来方高等学校

(山形県) (岩手県) (岩手県) (山形県) (福島県) (山形県) (岩手県)

武　田　　　咲 佐　藤　由　貴 田　村　美　咲 北　畠　道　緒 東　　　千　里

保　科　澪唯華 中　村　舞七海 板　山　由香里 桑　原　みすず 加　藤　優　貴

平　泉　絵理奈 佐々木　清　夏 田　村　美　咲 柴　田　真　実 阿　部　愛　衣

白　田　葉　月 熊　谷　静　紅 菊　地　ひ　な 飯　田　純　奈 菅　野　美　紀

01:51.5 01:54.9 02:06.9 02:08.9 02:10.7

谷地高等学校 不来方高等学校 不来方高等学校 寒河江高等学校 谷地高等学校

(山形県) (岩手県) (岩手県) (山形県) (山形県)

高校WK-2

高校WK-4

高校K-1

第3回東北高等学校新人カヌースプリント選手権成績一覧

高校K-2

高校K-4

高校C-1

高校C-2

高校WK-1


