
第１５回早乙女湖カヌースプリントジュニア選手権大会

（兼平成２５年度北信越高等学校カヌー選手権大会） 競技委員会委員長 審判部長

競　技　成　績　一　覧　表 山崎功博山崎功博山崎功博山崎功博 伊井謙治伊井謙治伊井謙治伊井謙治

500500500500 ｍ ｍ ｍ ｍ 決勝決勝決勝決勝 平成２５年６月８日（土）～９日（日）：富山県上市カヌー競技場

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

待井　智晃 福原　奨平 堀田　陽介 北　雅樹 高橋　駿哉 日高　竜太郎 寺口　大輝 甚内　剣 山下　拓己

少年男子

JK-1

篠ノ井高校犀峡校 水橋高校 水橋高校 小松大谷高校 分水高校 小松商業高校 小松高校 水橋高校 水橋高校

長野県 01:52.66 富山県 01:56.93 富山県 01:57.20 石川県 01:58.71 新潟県 02:00.50 石川県 02:01.49 石川県 02:02.88 富山県 02:06.50 富山県 02:07.02

岡本　拓也 平井　飛勇 米山　航輝 本間　洋海 笠原　巧貴 田原　良樹 江口　一希 皆川　慶太 根岸　宏明

少年男子

JC-1

水橋高校 水橋高校 分水高校 万代高校 分水高校 分水高校 分水高校 分水高校 大聖寺高校

富山県 02:05.01 富山県 02:09.94 新潟県 02:17.78 新潟県 02:18.63 新潟県 02:23.90 新潟県 02:24.32 新潟県 02:29.75 新潟県 02:35.58 石川県 02:43.48

山本　結花 三澤　里帆子 永原　光 川端　日菜子 宮本　紗慧 中尾　京徒 浦田　樹里 能登　こゆき 亀山　睦

少年女子

JWK-1

水橋高校 万代高校 水橋高校 小松市立高 小松商業高校 水橋高校 上市中学校 水橋高校 小松商業高校

富山県 02:02.37 新潟県 02:10.42 富山県 02:11.81 石川県 02:15.41 石川県 02:15.60 富山県 02:17.78 富山県 02:18.51 富山県 02:19.65 石川県 02:21.94

平井　飛勇 米山　航輝 笠原　巧貴 谷口　綾太郎

少年男子 岡本　拓也 田原　良樹 皆川　慶太 岡田　俊利

JC-2

水橋高校 分水高校 分水高校 金津高校

富山県 01:57.65 新潟県 02:14.33 新潟県 02:20.37 福井県 02:46.12

山本　結花 宮本　紗慧 永原　光 中田　舞絢 堀川　絢加 上納　彩 川端　日菜子 東　彩香 伊藤　さゆみ

少年女子 中尾　京徒 早松　紅音 能登　こゆき 浦田　樹里 半田　彩夏 東本　紬 金子　依理加 坂井　真季 須田　真由加

JWK-2

水橋高校 小松商業高校 水橋高校 上市中学校 小松商業高校 小松商業高校 小松市立高 小松商業高校 分水高校

富山県 01:59.06 石川県 02:06.24 富山県 02:07.77 富山県 02:09.83 石川県 02:10.85 石川県 02:12.02 石川県 02:12.37 石川県 02:12.78 新潟県 02:22.84

宮前　達流 柿澤　完登 高橋　駿哉 待井　智晃 櫻井　幹大 稲田　直大

田谷　和也 山下　拓己 本間　文也 宮崎　拓也 佐賀　友弥 菱田　圭吾

少年男子 日高　竜太郎 平井　光 南波　貴大 小林　駿 坪田　龍介 平井　兵馬

JK-4 山本　宇紀彦 甚内　剣 曽田　基晴 竹下　世界 津谷　明宏 松崎　巧

小松商業高校 水橋高校 分水高校 篠ノ井高校犀峡校 金津高校 上市中学校

石川県 01:43.93 富山県 01:48.57 新潟県 01:50.63 長野県 02:00.51 福井県 02:08.31 富山県 02:11.97

東　彩香 堀川　絢加 中田　舞絢 五十嵐　有紀 松川　楓

坂井　真季 宮本　紗慧 浦田　樹里 小川　麻理沙 山本　夏子

少年女子 上納　彩 早松　紅音 中村　未夢 芦田　育美 大塚　朋世

JWK-4 亀山　睦 半田　彩夏 古澤　香苗 青木　香保里 池田　奈桜

小松商業高校 小松商業高校 上市中学校 分水高校 金津高校

石川県 01:59.04 石川県 02:01.11 富山県 02:10.60 新潟県 02:10.67 福井県 02:32.04

待井　智晃 高橋　駿哉 浅井　大誠 遠藤　飛翔 寺口　大輝 坪田　龍介 井川　崇志 稲田　直大 高山　丈一郎

少年男子 宮崎　拓也 本間　文也 田谷　和也 曽田　基晴 坂田　晃二郎 津谷　明宏 櫻井　幹大 松崎　巧 南波　貴大

JK-2

篠ノ井高校犀峡校 分水高校 小松商業高校 分水高校 小松高校 金津高校 金津高校 上市中学校 分水高校

長野県 01:48.57 新潟県 01:52.98 石川県 01:54.68 新潟県 01:55.73 石川県 01:57.95 福井県 02:09.17 福井県 02:11.32 富山県 02:15.05 新潟県 02:22.81


