
第１６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２６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 橋本　充橋本　充橋本　充橋本　充 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２６年６月７日（土）～８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

日高　竜太郎 高橋　駿哉 山下　拓己 甚内　　剣 遠藤　飛翔 本間　文也 坂田　晃二郎 山本　宇紀彦 山﨑　雄人

少年男子

JK-1

小松商業高校 分水高校 水橋高校 水橋高校 分水高校 分水高校 小松高校 小松商業高校 小松高校

石川県 01:55.64 新潟県 01:55.98 富山県 01:57.15 富山県 01:58.88 新潟県 01:59.77 新潟県 02:01.41 石川県 02:03.75 石川県 02:04.61 石川県 02:04.74

岡本　拓也 米山　航輝 小崎　慎平 田原　良樹 中野　謙一郎 笠原　巧貴 皆川　慶太 宮嵜　雅暉 亀山　一平

少年男子

JC-1

水橋高校 分水高校 小松商業高校 分水高校 水橋高校 分水高校 分水高校 篠ノ井高校犀峡校 分水高校

富山県 02:01.20 新潟県 02:09.01 石川県 02:15.24 新潟県 02:16.55 富山県 02:16.74 新潟県 02:17.16 新潟県 02:17.41 長野県 02:21.21 新潟県 02:22.20

浦田　樹里 永原　　光 亀山　　睦 能登　こゆき 中田　舞絢 安田　瑠香 松岡　綾乃 小川　麻理沙 中野　美里

少年女子

JWK-1

上市中学校 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 水橋高校 分水高校 水橋高校

富山県 02:14.18 富山県 02:16.66 石川県 02:17.13 富山県 02:18.00 富山県 02:18.62 石川県 02:18.97 富山県 02:21.19 新潟県 02:22.39 富山県 02:23.24

山下　拓己 高橋　駿哉 日高　竜太郎 上田　雅輝 久保　領雄音 坂田　晃二郎 大森　網太郎 稲田　直大 本間　文也

少年男子 甚内　　剣 遠藤　飛翔 山本　宇紀彦 浅井　大誠 大塚　　匠 山﨑　雄人 谷本　　笙 松崎　巧実 南波　貴大

JK-2

水橋高校 分水高校 小松商業高校 小松商業高校 小松市立南部中学校 小松高校 小松商業高校 上市中学校 分水高校

富山県 01:46.13 新潟県 01:49.05 石川県 01:49.96 石川県 01:55.84 石川県 01:56.72 石川県 01:58.56 石川県 01:58.99 富山県 02:01.63 新潟県 02:04.07

岡本　拓也 米山　航輝 笠原　巧貴 亀山　一平 宮嵜　雅暉 小崎　慎平 池内　直人 早松　大晃 山村　智矢

少年男子 中野  謙一郎 皆川　慶太 田原　良樹 佐野　　輝 福島　涼平 森　　勇樹 桑野　泰考 早松　大貴 松田　　龍

JC-2

水橋高校 分水高校 分水高校 分水高校 篠ノ井高校犀峡校 小松商業高校 分水高校 小松高校 小松市立南部中学校

富山県 01:59.96 新潟県 02:05.76 新潟県 02:11.27 新潟県 02:16.77 長野県 02:20.23 石川県 02:22.91 新潟県 02:27.34 石川県 02:30.04 石川県 02:32.28

浦田　樹里 亀山　　睦 永原　　光 上納　　彩 青木　香保里 五十嵐　有紀 塚田　真結佳 川端　　楓 中川　万由香

少年女子 中田　舞絢 安田　瑠香 能登　こゆき 浅村　有果 島倉　　都 小川　麻理沙 丸山　優理奈 川端　　椿 庄田　晴香

JWK-2

上市中学校 小松商業高校 水橋高校 小松商業高校 分水高校 分水高校 分水高校 小松市立南部中学校 金津高校

富山県 02:05.44 石川県 02:08.15 富山県 02:08.57 石川県 02:10.96 新潟県 02:15.11 新潟県 02:16.94 新潟県 02:19.98 石川県 02:20.19 福井県 02:20.89

柿澤　完登 高橋　駿哉 上田　雅輝 齋藤　　詢

山下　拓己 遠藤　飛翔 山本　宇紀彦 坪田　龍介

少年男子 平井　　光 本間　文也 葛巻　虎生大 見沢　勇次

JK-4 甚内　　剣 南波　貴大 春田　友樹 津谷　明宏

水橋高校 分水高校 小松商業高校 金津高校

富山県 01:40.78 新潟県 01:43.47 石川県 01:47.49 福井県 01:48.82

中野　正隆

見沢　　翔

少年男子 横居　源太

JC-4 平田　雄彦

金津高校

福井県 02:37.29

永原　　光 五十嵐　有紀 上納　　彩 阿部　順奈 浦田　樹里

能登　こゆき 小川　麻理沙 浅村　有果 塚田　真結佳 中田　舞絢

少年女子 中野　美里 青木　香保里 品川　真央 諸橋　芙瑠 黒川　明花

JWK-4 松岡　綾乃 島倉　　都 東本　　紬 田中　佑美 中村　萌乃

水橋高校 分水高校 小松商業高校 分水高校 上市中学校

富山県 01:56.56 新潟県 02:01.22 石川県 02:01.69 新潟県 02:08.48 富山県 02:11.54


