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山梨県富士河口湖町

精進湖カヌー競技場

第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位

選手名 三澤　涼太 田口　晃平 村野　武広 野地　裕太 三浦　伊織 小又　明良 北誥　裕太 菊田　和真 髙橋　克也

タイム 01’51"532 01’52"812 01’53"136 01’53"507 01’53"658 01’53"822 01’56"004 01’56"113 01’57"518

所　属 谷地高校(山形県) 水俣高校(熊本県) 久美浜高校(京都府) 松工高校(福島県) 河口湖高校(山梨県) 横浜修悠館高校(神奈川県) 芦屋高校(兵庫県) 神埼高校(佐賀県) 宮崎工業高校(宮崎県)

選手名 三澤　涼太・松田　廉 秦　　秀明・今村　啓志 名倉　光晟・西村　拓哉 小又　明良・山川　夏生 藤井　凌・佐野　正明 田口　晃平・池苗　大樹 本田　有和・淺野　優貴 村野　武広・浦野　亮太 四戸　宗・水本　天斗

タイム 01’39"812 01’41"665 01’42"069 01’42"274 01’42"940 01’43"553 01’45"372 01’45"588 01’46"026

所　属 谷地高校(山形県) 田辺工業高校(和歌山県) 杜若高校(愛知県) 横浜修悠館高校(神奈川県) 八幡商業高校(滋賀県) 水俣高校(熊本県) 中新田高校(宮城県) 久美浜高校(京都府) 不来方高校(岩手県)

三澤　涼太・松田　廉 寺岡　健介・藤井　凌 秦　　秀明・今村　啓志 田口　晃平・前田　大輝 名倉　光晟・西村　拓哉 池田　翔・森黒　開 小又　明良・山川　夏生 松成　佑斗・小野　舜 江見　風樹・西　孝太

眞壁　涼・菊池　憲斗 佐野　正明・中野　雄太 水野　　駿・射場　祐太朗 渕上　晃平・池苗　大樹 浅井　勇輝・清水　崚司 髙木　蓮・林　宏樹 大石　尚緩・太田　和輝 早田　悠一郎・德丸　裕哉 亀川　雅史・横原　達也

タイム 01’33"369 01’35"747 01’36"893 01’37"375 01’37"740 01’37"813 01’38"309 01’39"867 01’40"097

所　属 谷地高校(山形県) 八幡商業高校(滋賀県) 田辺工業高校(和歌山県) 水俣高校(熊本県) 杜若高校(愛知県) 坂出工業高校(香川県) 横浜修悠館高校(神奈川県) 高田高校(大分県) 岡山御津高校(岡山県)

選手名 籔　碧透 田口　幹朗 佐藤　光 八角　周平 門田　和樹 岡本　拓也 宮原　直也 濱田　貴史 垣内　雄貴

タイム 02’03"588 02’04"945 02’06"198 02’06"891 02’07"981 02’08"121 02’09"939 02’11"613 02’13"003

所　属 横浜修悠館高校(神奈川県) 豊田西高校(愛知県) 神埼高校(佐賀県) 佐原高校(千葉県) 高知海洋高校(高知県) 水橋高校(富山県) 鹿屋農業高校(鹿児島県) 長崎鶴洋高校(長崎県) 伊和高校(兵庫県)

選手名 櫻井　勇志・佐藤　博幸 塚原　大輝・山中　集平 髙橋　翼・千葉　雅大 早川　佳季・杉山　晴輝 児玉　陸・奥松　慧士 佐藤　光・吉村　光司 岡本　拓也・中野　謙一郎
川田　雄野・多和田　竜之介

横山　克樹・吉田　健吾

タイム 01’54"659 01’55"850 01’56"714 01’58"382 01’58"428 01’58"663 02’00"438 02’00"987 02’02"009

所　属 東郷高校(愛知県) 横浜修悠館高校(神奈川県) 中新田高校(宮城県) 八百津高校(岐阜県) 宮崎大宮高校(宮崎県) 神埼高校(佐賀県) 水橋高校(富山県) 沖縄水産高校(沖縄県) 不来方高校(岩手県)

藤山　卓磨・鈴木　克尉 鶴田　将大・恒松　知輝 児玉　陸・奥松　慧士 籔　碧透・塚原　大輝 早川　佳季・水野　勇希 城戸　励太・山口　芳則 宮本　拓弥・川嶋　航大 石井　真司・谷内　康太 服部　友哉・武野　勇大

綿　幹弘・品田　修佑 宮原　誉季・赤池　晃英 有村　悟・落合　要 齋藤　大康・江嶋　孝希 荒井　涼太・杉山　晴輝 後田　龍太郎・中山　航信 矢野　優太・河野　佑次郎 中田　陽介・竹原　龍輝 山﨑　亮佑・鎌田　龍

タイム 01’47"686 01’51"152 01’51"625 01’52"759 01’53"199 01’53"929 01’54"123 01’54"127 01’54"517

所　属 杜若高校(愛知県) 球磨工業高校(熊本県) 宮崎大宮高校(宮崎県) 横浜修悠館高校(神奈川県) 八百津高校(岐阜県) 西陵高校(長崎県) 大津高校(滋賀県) 館林商工高校 (群馬県) 久美浜高校(京都府)

選手名 渡邉　えみ里 宍戸　美華 芝下　寧々 桐明　輝子 薦田　遥 白田　葉月 森山　萌 森　愛奈 五十嵐　結衣

タイム 02’07"395 02’08"487 02’09"016 02’09"742 02’10"407 02’11"434 02’11"451 02’11"618 02’13"649

所　属 河口湖高校(山梨県) 日体荏原高校(東京都) 岡崎学園高校(愛知県) 三瀦高校(福岡県) 高瀬高校(香川県) 谷地高校(山形県) 神埼高校(佐賀県) 長崎鶴洋高校(長崎県) 不来方高校(岩手県)

選手名 薦田　遥・森山　和佳奈 熊谷　静紅・五十嵐　結衣 池田　百伽・川部　愛梨 友永　美季・平野　恵美 白田　葉月・大沼　麻衣 中垣　采香・山下　友佳子 荒川　菜々子・安藤　佑姫 金子　颯華・竹下　夢乃 佐々木　舞・山口　春花

タイム 01’59"210 01’59"582 01’59"626 02’00"175 02’00"344 02’00"787 02’01"950 02’03"672 02’06"846

所　属 高瀬高校(香川県) 不来方高校(岩手県) 大津高校(滋賀県) 西陵高校(長崎県) 谷地高校(山形県) 東郷高校(愛知県) 宮崎商業高校(宮崎県) 水俣高校(熊本県) 越谷東高校(埼玉県)

白田　葉月・大沼　麻衣 荒川　菜々子・安藤　佑姫 熊谷　静紅・五十嵐　結衣 今井　奈海・池田　百伽 桐明　輝子・田中　里奈 金子　颯華・上村　瑞紀 遠藤　優・桑原　風香 薦田　遥・森　真夏 吉澤　晴香・小林　亜依

古郡　瑞樹・平泉　絵理奈 長屋　美優・帆足　千夏 菊池　ひな・後藤　可奈子 吉井　胡桃・川部　愛梨 塚原　悠里那・江原　杏菜 竹下　夢乃・谷口　美貴 山田　佳奈・後藤　真樹 楠井　麻友・森山　和佳奈 内田　沙月・平田　 　梢

タイム 01’48"555 01’50"230 01’50"947 01’51"327 01’53"799 01’54"209 01’54"363 01’54"472 01’56"483

所　属 谷地高校(山形県) 宮崎商業高校(宮崎県) 不来方高校(岩手県) 大津高校(滋賀県) 三瀦高校(福岡県) 水俣高校(熊本県) 高田高校(大分県) 高瀬高校(香川県) 前橋南高校(群馬県)

競技委員会委員長 審 判 部 長

永尾　澄男
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永尾　澄男 日野　大治
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