
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位

縄　空 菊池　憲斗 白田　和豊 佐藤　海斗 白田　隆之 本田　有和 四戸　宗 木村　大翔 五十嵐　雅幸

01’47"438 01’47"721 01’49"068 01’49"631 01’49"891 01’50"096 01’50"387 01’51"524 01’56"532

谷地高等学校 谷地高等学校 谷地高等学校 石巻商業高等学校 谷地高等学校 中新田高等学校 不来方高等学校 谷地高等学校 谷地高等学校

水本　天斗 板垣　敦哉 井上　翔太 高橋　将也 橋沼　新 宇野　俊 今野　魁斗 澁谷　昌伸 前川　郁渡

01’53"053 01’55"693 01’56"024 01’57"095 01’57"695 01’58"402 01’59"112 02’00"090 02’00"250

不来方高等学校 中新田高等学校 谷地高等学校 安達高等学校 登米高等学校 谷地高等学校 中新田高等学校 加美農業高等学校 不来方高等学校

白田　和豊・菊池　憲斗 白田　隆之・縄　空 四戸　宗・水本　天斗 木村　大翔・井上　翔太 本田　有和・板垣　敦哉 佐藤　海斗・菊地　拓哉 設楽　航大・佐藤　旭 宇野　俊・五十嵐　雅幸 高橋　将也・氏家　佑真

01’39"104 01’40"566 01’42"374 01’43"033 01’43"569 01’46"365 01’48"222 01’48"597 01’51"464

谷地高等学校 谷地高等学校 不来方高等学校 谷地高等学校 中新田高等学校 石巻商業高等学校 谷地高等学校 谷地高等学校 安達高等学校

白田　隆之・縄　空 木村　大翔・井上　翔太 設楽　航大・戸田　風優人 本田　有和・板垣　敦哉 四戸　宗・水本　天斗 佐藤　海斗・菊地　拓哉 佐藤　駿太・樽石　哲平 佐久間　楓都・渡辺　俊太

白田　和豊・菊池　憲斗 宇野　俊・五十嵐　雅幸 鈴木　海渡・佐藤　旭 猪野　勇真・今野　魁斗 前川　郁渡・横沢　響 阿部　竜雅・武山　陸久 後藤　広樹・川田　雅人 渡辺　亮太・水木　勇斗

01’33"909 01’39"277 01’40"223 01’41"148 01’42"439 01’43"937 01’48"916 01’51"048

谷地高等学校 谷地高等学校 谷地高等学校 中新田高等学校 不来方高等学校 石巻商業高等学校 寒河江高等学校 二本松工業高等学校

志田　駿太郎 吉田　健吾 日野　龍斗 下屋敷　泰成 荒木　航洋 齋藤　祥成 下河邊　航也 軽部　僚太 斎藤　潤輝

02’01"179 02’07"162 02’07"482 02’07"718 02’08"004 02’09"281 02’11"543 02’13"627 02’15"297

寒河江高等学校 不来方高等学校 石巻商業高等学校 不来方高等学校 谷地高等学校 谷地高等学校 寒河江高等学校 寒河江高等学校 二本松工業高等学校

阿部　祐大 大友　健 矢口　徳明 松田　壮貴 三澤　洸仁 佐々木　耕陽 関　恭佑 阿部　麟太朗

02’11"045 02’11"516 02’14"678 02’15"264 02’17"485 02’18"608 02’25"902 02’32"665

中新田高等学校 石巻商業高等学校 谷地高等学校 寒河江高等学校 谷地高等学校 不来方高等学校 石巻商業高等学校 石巻商業高等学校

及川　滉・日野　龍斗 吉田　健吾・下屋敷　泰成 矢口　徳明・齋藤　祥成 下河邊　航也・松田　壮貴 軽部　僚太・志田　駿太郎 大友　健・阿部　麟太朗 佐々木　耕陽・林　大晏 渋谷　洸・竹山　郁浩 佐藤　宏輝・小林　大倫

01’57"159 01’57"816 02’00"533 02’03"157 02’05"535 02’14"562 02’25"784 02’26"779 02’48"964

石巻商業高等学校 不来方高等学校 谷地高等学校 寒河江高等学校 寒河江高等学校 石巻商業高等学校 不来方高等学校 二本松工業高等学校 寒河江高等学校

矢口　徳明・齋藤　祥成 軽部　僚太・志田　駿太郎 及川　滉・日野　龍斗 吉田　健吾・下屋敷　泰成

三澤　洸仁・荒木　航洋 下河邊　航也・松田　壮貴 大友　健・阿部　麟太朗 佐々木　耕陽・林　大晏

01’55"262 01’58"802 02’00"346 02’02"133

谷地高等学校 寒河江高等学校 石巻商業高等学校 不来方高等学校

小久保　南海 五十嵐　結衣 後藤　可奈子 武田　舞 増川　かな 齋藤　由佳 吉見　優華 大川　七南 佐藤　友香

02’05"121 02’05"861 02’08"794 02’08"869 02’09"120 02’09"829 02’10"236 02’13"695 02’17"444

安達高等学校 不来方高等学校 不来方高等学校 谷地高等学校 寒河江高等学校 寒河江高等学校 谷地高等学校 谷地高等学校 谷地高等学校

千葉　晴香 斉藤　千芳 加藤　美奈 吉田　衣玖 中村　天音 中前　いつき 中島　更紗 西崎　優花 布施　笑美子

02’13"795 02’14"786 02’15"104 02’15"463 02’18"928 02’19"194 02’23"084 02’25"896 02’29"068

不来方高等学校 石巻商業高等学校 登米高等学校 谷地高等学校 谷地高等学校 不来方高等学校 不来方高等学校 登米高等学校 谷地高等学校

五十嵐　結衣・後藤　可奈子 齋藤　由佳・増川　かな 武田　舞・吉見　優華 吉田　衣玖・大川　七南 千葉　晴香・中前　いつき 佐藤　友香・中村　天音 加藤　美奈・西崎　優花 布施　笑美子・中村　静玖 吉田　梓・中島　更紗

01’57"010 01’57"829 02’00"310 02’00"420 02’00"998 02’09"043 02’11"912 02’12"041 02’12"843

不来方高等学校 寒河江高等学校 谷地高等学校 谷地高等学校 不来方高等学校 谷地高等学校 登米高等学校 谷地高等学校 不来方高等学校

武田　舞・吉見　優華 五十嵐　結衣・後藤　可奈子 佐藤　友香・中村　天音 吉田　梓・中島　更紗 加藤　美奈・西崎　優花 斉藤　千芳・石母田　実和

吉田　衣玖・大川　七南 千葉　晴香・中前　いつき 布施　笑美子・中村　静玖 小笠原　綾乃・盛内　美咲 佐々木　栞・山内　彩未 今野　由梨・吉田　友紀

01’46"872 01’47"015 01’55"648 01’58"495 02’00"148 02’38"630

谷地高等学校 不来方高等学校 谷地高等学校 不来方高等学校 登米高等学校 石巻商業高等学校

Ｋ－１ Ｂ決勝

決勝

競技委員会委員長

河野　好信

決勝

Ａ決勝

Ｂ決勝

決勝

Ｋ－２ 決勝

Ｋ－４ 決勝

平成27年度平成27年度平成27年度平成27年度

第18回東北高等学校カヌースプリント選手権大会第18回東北高等学校カヌースプリント選手権大会第18回東北高等学校カヌースプリント選手権大会第18回東北高等学校カヌースプリント選手権大会

兼　希望郷いわて国体カヌー（スプリント）競技リハーサル大会兼　希望郷いわて国体カヌー（スプリント）競技リハーサル大会兼　希望郷いわて国体カヌー（スプリント）競技リハーサル大会兼　希望郷いわて国体カヌー（スプリント）競技リハーサル大会

500M　決勝成績 会場：岩手県立御所湖広域公園漕艇場

Ｋ－１ Ａ決勝

小野　幸一 保坂　善彦

競技委員会副委員長 審判部長
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Ｂ決勝

決勝
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Ｃ－２
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