
平成２５年度 平成２５年度第１６回東北高等学校カヌースプリント選手権大会

平成25年6月15日（土）・16日（日） 盛岡市御所湖漕艇場

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

男子 眞壁涼 細谷亮一 佐藤公也 朝倉章太 小林大貴 三浦和也 白田隆之 鈴木俊兵 本田有和

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 谷地高校 谷地高校 二本松工業高校 二本松工業高校 寒河江高校 中新田高校 谷地高校 寒河江高校 中新田高校

K-1 １’５４”５７１ １’５６”０３１ １’５８”３２６ ２’００”６６５ ２’０１”７２５ ２’０２”０７１ ２’０２”４７９ ２’０３”４０６ ２’０５”７５２

男子 古澤康太 後藤　　健 佐々木空 菅野寿斗 松田廉 三澤涼太 野地裕太 鴫原雄斗 齋藤弘希

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 谷地高校 中新田高校 由利高校 安達高校 谷地高校 谷地高校 二本松工業高校 二本松工業高校 不来方高校

K-1 １’４８”０４１ １’５１”３１９ １’５１”７３２ １’５１”８６８ １’５２”４１７ １’５２”６５３ １’５４”０９９ １’５８”６６２ 棄権

茂木正也 日野湧士 竹田　琢 佐藤太知 佐藤大介 髙橋敬太 千葉雅大 矢口徳明 横山克樹

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ 石巻商業高校 石巻商業高校 寒河江高校 石巻商業高校 谷地高校 寒河江高校 中新田高校 谷地高校 不来方高校

C-1 ２’２０”６０５ ２’２３”９６４ ２’２６”１２８ ２’２７”９６６ ２’２９”３８４ ２’３０”３８４ ２’３１”１９８ ２’３３”８５７ ２’４０”７１２

日野大和 服部拓斗 田宮佳祐 押野直侑 髙橋翼 齊藤竣 菊池慎 塩谷勇太 武田克紀

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾝｼﾝｸﾞﾙ 石巻商業高校 二本松工業高校 左沢高校 谷地高校 中新田高校 中新田高校 不来方高校 二本松工業高校 福島明成高校

C-1 ２’１２”０１４ ２’１４”５９５ ２’１７”５５５ ２’２１”１０１ ２’２１”６９５ ２’２２”７３８ ２’２４”０７０ ２’２７”５１７ ２’３０”４２４

女子 中村舞七海 木村歩 菅野美紀 阿部愛衣 伊藤愛 東千里 熊谷静紅 菊池ひな 片野希優

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 不来方高校 谷地高校 谷地高校 谷地高校 中新田高校 谷地高校 不来方高校 不来方高校 安達高校

WK-1 ２’２０”９１７ ２’２２”２２３ ２’２２”８００ ２’２３”７０３ ２’２５”２３８ ２’２５”９６０ ２’２６”００８ ２’２７”７２４ ２’２８”７５５

女子 武田咲 小久保南海 佐々木清夏 保科澪唯華 白田葉月 佐藤由貴 古郡瑞樹 朝倉晴菜 平泉絵里奈

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 谷地高校 安達高校 不来方高校 谷地高校 谷地高校 不来方高校 谷地高校 安達高校 谷地高校

WK-1 ２’１０”１８０ ２’１１”８９３ ２’１５”３６７ ２’１７”８２３ ２’１８”５７１ ２’１９”２６１ ２’１９”９３６ ２’２０”９７４ ２’２２”５１３

男子 古澤康太 細谷亮一 野地裕太 眞壁涼 秋元祐樹 三浦拓真 朝倉章太 白田隆之 三浦和也

ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 松田廉 三澤涼太 鴫原雄斗 白田和豊 沖田富栄 菅野寿人 佐藤公也 小北匠 本田有和

K-2 谷地高校 谷地高校 二本松工業高校 谷地高校 安達高校 安達高校 二本松工業高校 谷地高校 中新田高校

１’３９”８４２ １’４４”１０５ １’４４”７０５ １’４６”２３５ １’４７”６１３ １’４７”７５０ １’４９”８７４ １’５２”３７８ １’５２”５３１

塩谷勇太 日野大和 茂木正也 押野直侑 齋藤竣 千葉朋樹 横山克樹 田宮佳祐 竹田琢

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ 服部拓斗 日野湧士 佐藤太知 佐藤大介 渋谷和宏 高橋翼 菊池慎 軽部直樹 髙橋敬太

C-2 二本松工業高校 石巻商業高校 石巻商業高校 谷地高校 中新田高校 中新田高校 不来方高校 左沢高校 寒河江高校

２’０３”７３６ ２’０４”０８４ ２’１０”６８１ ２’１２”０５５ ２’１２”４８３ ２’１２”７４６ ２’１４”６１１ ２’１５”４１９ ２’１９”５９３

女子 武田咲 佐々木清夏 平泉絵里奈 保科澪唯華 熊谷静紅 阿部愛衣 東千里 朝倉晴菜 北畠道緒

ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 白田葉月 佐藤由貴 古郡瑞樹 木村歩 中村舞七海 大沼麻衣 菅野美紀 片野希優 柴田真実

WK-2 谷地高校 不来方高校 谷地高校 谷地高校 不来方高校 谷地高校 谷地高校 安達高校 寒河江高校

２’０１”５２２ ２’０３”４３１ ２’０３”８０５ ２’０５”９２１ ２’０７”３７３ ２’０８”８４９ ２’０９”２５１ ２’１１”３４７ ２’１１”９３２

古澤康太 菅野寿斗 白田隆之 野地裕太 佐藤大夢 鈴木俊兵 菅生拓良 佐藤澪 長岡佑貴

男子 三澤涼太 秋元祐樹 眞壁涼 鴫原雄斗 三浦和也 工藤樹紀 鹿野晃秀 髙橋結 加藤優貴

ｶﾔｯｸﾌｫｱ 細谷亮一 三浦拓真 白田和豊 朝倉章太 板垣一輝 小林大貴 毛塚洋太 淺野優貴 秋場俊宏

K-4 松田廉 沖田富栄 小北匠 佐藤公也 本田有和 小池拓郎 木村航大 板垣敦哉 樽石哲平

谷地高校 安達高校 谷地高校 二本松工業高校 中新田高校 寒河江高校 石巻商業高校 中新田高校 寒河江高校

１’３２”４８９ １’３５”７２９ １’３６”６２０ １’３６”７７３ １’４２”１８７ １’４２”９８０ １’４５”７８３ １’４６”３３６ １’４７”６６８

齋藤　　竣 日野大和 押野直侑 斎藤海 竹田琢

男子 千葉　朋樹 茂木正也 佐藤大介 斎藤潤輝 髙橋敬太

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ 高橋　　翼 佐藤太知 今野達也 塩谷勇太 大泉忍

C-4 澁谷和宏 日野湧士 矢口徳明 服部拓斗 軽部僚太

中新田高校 石巻商業高校 谷地高校 二本松工業高校 寒河江高校

１’５５”０６０ １’５６”９１４ １’５８”７１１ １’５８”８１１ ２’２３”８１４

保科澪唯華 佐藤由貴 東　千里 北畠　道緒

女子 武田咲 熊谷静紅 菅野美紀 柴田真実

ｶﾔｯｸﾌｫｱ 木村歩 中村舞七海 平泉絵里奈 齋藤由佳

WK-4 白田葉月 佐々木清夏 古郡瑞樹 飯田純奈

谷地高校 不来方高校 谷地高校 寒河江高校

１’５１”９３２ １’５２”８５１ １’５７”２４６ ２’１３”８７９

学校対抗

男子

得点

学校対抗

女子

得点

BF

AF

BF

AF

BF

AF

AF

AF

AF

AF

AF

AF

1位 2位 2位

谷地高校 二本松工業高校 中新田高校

66 37 34

1位 2位 3位

谷地高校 不来方高校 安達高校

57 27 9


