
小又明良 山川夏生 大利聖南 三浦伊織 大石尚緩 太田和輝 竹下耀貴 橋本康太小笠原虎太朗宗島晃太 後藤俊貴 須賀悠貴 千田裕平 長島舜 梶原一誠 高村和暉

籔碧透 田村恭平 石井真司 谷内康太 山中集平 塚原大輝 関野流斗 北爪敦司 若林玲 高橋柊成 須田尚輝 阿部竜海 齋藤大康 江嶋孝希 本島開 蛭田真司

佐々木舞 山口春花 須田琴美 小柴葵 吉澤晴香 平田梢 内田沙月 小林亜依 古川真子 中生唯 菊地詩穂 川島めぐみ 植木美幸 山井那津美 加藤真央 宍戸美春

小又明良 大石尚緩 梶原一誠 大利聖南 竹下耀貴 橋本康太 東海林幹生 須賀悠貴 三谷哲矢 平川拓誠 櫻井秀平 工藤匠 長島舜 落合優人 大山和也 酒井健行

太田和輝 山川夏生 三浦伊織 高村和暉 小笠原虎太朗 宗島晃太 千田裕平 後藤俊貴 栗原圭輝 山口光太郎 乗岡大地 別府拓 川名海斗 能勢和哉 中村政仁 今成和輝

籔碧透 田村恭平 冨山颯 関口翔悟 関野流斗 宮崎隼弥 石井真司 谷内康太 若林玲 高橋柊成 近藤智 小林聖 平野力 生田目大成 須田尚輝 阿部竜海

山中集平 塚原大輝 本島開 蛭田真司 北爪敦司 五十嵐太輔 中田陽介 竹原龍輝 関亮太 関口広樹 星野巧 井上拓哉 内山博 鴨志田将吾 髙橋翔也 坂元廉

吉澤晴香 内田沙月 須田琴美 小柴葵 古川真子 吉田早希 佐々木舞 山口春花 有田麻佑 渡邊絵里子 植木美幸 山井那津美 小林ちはる 斎藤悠衣

平田梢 小林亜依 菊地詩穂 堀江美帆 松本結衣 中生唯 萩野谷梨菜 本多遥香 伊藤萌夏 後藤結季 赤塚奈央 鈴木穂花 卯月花奈 伊藤友紀子
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500ｍ 成　績　一　覧　表 富士河口湖町精進湖カヌー競技場

種目

東京都立世田谷総合高等学校

石川昴 平岩達樹

Deta

神奈川県立横浜修悠館高等学校山梨県立富士河口湖高等学校

第１位

K-1

選手名 小又明良 三浦伊織

Time 1.53.365 1.55.622

東海林幹生

学校名

1.47.663 1.48.293

2.01.207

神奈川県立橋本高等学校 日体荏原高等学校

1.55.916

2.10.415

鴨志田将吾

梶原一誠

千葉県立佐倉高等学校 山梨県立富士河口湖高等学校

原拓当 宗島晃太

1.59.3671.55.775 1.57.583 1.59.210 2.01.837

1.46.665

千葉県立佐倉高等学校

2.16.523

埼玉県立浦和高等学校群馬県立前橋東高等学校

2.21.383

さいたま市立大宮北高等学校

神奈川県立横浜修悠館高等学校

学校名

山梨県立富士河口湖高等学校

1.40.490

1.51.909

神奈川県立横浜修悠館高等学校

さいたま市立大宮北高等学校

1.51.380

1.52.303

K-4
学校名

K-2

選手名

1.56.523

さいたま市立大宮北高等学校 千葉県立佐倉高等学校 埼玉県立越谷東高等学校 さいたま市立大宮北高等学校

神奈川県立横浜修悠館高等学校

茨城県立那珂湊高等学校C-1

選手名 有村啓吾 籔碧透

学校名 神奈川県立鎌倉高等学校 神奈川県立横浜修悠館高等学校

2.14.168Time

群馬県立館林商工高等学校

石井真司 田村恭平 山中集平 丸山翔吾

2.17.893 2.19.034 2.20.834

神奈川県立横浜修悠館高等学校 山梨県立富士北稜高等学校

2.23.035 2.23.630

加藤真央 須田琴美

C-2

選手名

2.10.143 2.16.205

神奈川県立横浜修悠館高等学校

飛鳥未来高等学校 湘南白百合学園高等学校 群馬県立前橋南高等学校

2.15.660 2.19.315

2.16.378

栃木県立小山南高等学校

2.22.329

2.16.823

千葉県立佐原高等学校

2.16.333 2.21.103

WK-2

選手名

学校名 群馬県立西邑楽高等学校埼玉県立越谷東高等学校

2.15.3802.08.830

神奈川県立横浜修悠館高等学校 群馬県立館林商工高等学校

WK-4

Time

群馬県立西邑楽高等学校群馬県立前橋南高等学校

2.01.373 2.04.150

学校名

2.04.864 2.05.745 2.16.963 2.22.912

さいたま市立大宮北高等学校 千葉県立佐倉高等学校 栃木県立小山南高等学校埼玉県立越谷東高等学校

失格

2.24.308

2.20.075 2.23.267

2.27.162

2.23.885

失格

栃木県立小山南高等学校

高橋柊成

2.23.861

埼玉県立浦和高等学校

群馬県立館林商工高等学校

山梨県立富士河口湖高等学校

1.58.613

2.27.261

埼玉県立越谷東高等学校

山口春花

2.28.040

Ｃ-4
茨城県立那珂湊高等学校学校名

1.58.753 2.04.960 2.07.157 2.07.688

群馬県立前橋東高等学校 群馬県立館林商工高等学校神奈川県立横浜修悠館高等学校

久保田愛夏

さいたま市立大宮北高等学校

2.20.145

1.56.519

千葉県立佐倉高等学校

吉澤晴香

1.56.632

さいたま市立大宮北高等学校

群馬県立西邑楽高等学校

千葉県立佐倉高等学校

亘和菜

2.12.178 2.14.286

日体荏原高等学校 埼玉県立越谷東高等学校

神奈川県立横浜修悠館高等学校

2.08.176

山梨県立富士河口湖高等学校

WK-1

Time 2.09.895 2.14.001

学校名

選手名 宍戸美華 佐々木舞

Time

Time

Time

群馬県立前橋南高等学校 群馬県立前橋南高等学校

神奈川県立横浜修悠館高等学校

学校名

湘南白百合学園高等学校栃木県立小山南高等学校

Time

Time

さいたま市立大宮北高等学校埼玉県立浦和高等学校さいたま市立大宮北高等学校

1.54.536

さいたま市立大宮北高等学校

2.12.119 2.18.164

1.42.769 1.43.131

さいたま市立大宮北高等学校 群馬県立西邑楽高等学校


