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競　技　成　績　一　覧　表競　技　成　績　一　覧　表競　技　成　績　一　覧　表競　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 決勝ｍ 決勝ｍ 決勝ｍ 決勝 平成２９年６月１７日（土）～１８日（日）：富山県上市カヌー競技場平成２９年６月１７日（土）～１８日（日）：富山県上市カヌー競技場平成２９年６月１７日（土）～１８日（日）：富山県上市カヌー競技場平成２９年６月１７日（土）～１８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

稲田　直大 髙橋　帝雅 加藤　洸介 宮尾　亮輔 中山　文夫 湊　伶人 宮前　大地 濵田　悠生 奥　俊輔

少年男子

JK-1

水橋高校 分水高校 小松工業高校 篠ノ井高校犀峡校 分水高校 小松大谷高校 小松市立高校 小松商業高校 小松工業高校

富山県 01:50.798 新潟県 01:55.844 石川県 01:57.172 長野県 01:57.230 新潟県 01:58.780 石川県 01:59.970 石川県 02:00.632 石川県 02:01.328 石川県 02:04.234

平井　兵馬 福島　晴貴 山村　智矢 青木　風雅 片桐　翔也 大宗　歩夢 松田　　龍 武田　智則 河村　翔馬

少年男子

JC-1

水橋高校 水橋高校 小松工業高校 分水高校 分水高校 小松商業高校 小松市立高校 分水高校 分水高校

富山県 02:04.490 富山県 02:05.044 石川県 02:08.364 新潟県 02:10.758 新潟県 02:12.142 石川県 02:12.668 石川県 02:12.824 新潟県 02:16.840 石川県 02:22.564

浦田　樹里 中田　舞絢 川俣　萌華 高橋　麻理佳 吉本　蒼空 土田　栞 稲田　ひかる 牧田　真緒

少年女子

JWK-1

水橋高校 水橋高校 分水高校 金津高校 小松商業高校 県立小松高校 分水高校 三国高校

富山県 02:01.013 富山県 02:09.417 新潟県 02:13.389 福井県 02:15.861 石川県 02:16.729 石川県 02:18.325 新潟県 02:19.143 福井県 02:22.683

稲田　直大 中山　文夫 髙橋　帝雅 大塚　　匠 川中　愛斗 濵田　悠生 宮尾　亮輔 青木　比呂 山崎　大樹

少年男子 松崎　巧実 松田　瑛賢 飛田　龍汰 奥　　俊輔 野口　透輝 稲場　　弥 笠原　　凌 北澤　裕仁 金安　一樹

JK-2

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

富山県 01:46.037 新潟県 01:48.107 新潟県 01:50.923 石川県 01:53.211 石川県 01:58.035 石川県 01:58.241 長野県 01:59.433 長野県 02:03.631 新潟県 02:05.157

福島　晴貴 青木　風雅 河村　翔馬 大宗　歩夢 髙橋　達哉 北　　佑真 大倉　毅斗

少年男子 平井　兵馬 片桐　翔也 武田　智則 西出　紘朗 竹内　聡宏 堀口　幹太 池浦　千尋

JC-2

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

富山県 01:59.715 新潟県 02:03.025 新潟県 02:09.159 石川県 02:11.759 長野県 02:27.069 石川県 02:43.007 新潟県 03:08.153

浦田　樹里 川俣　萌華 高橋　麻理佳 野口　莉湖 波多野　瞳 古川原　彩子 石黒　丹理

少年女子 中田　舞絢 稲田　ひかる 笹岡　晏奈 吉本　蒼空 橋本　侑紀 渡辺　　宝 松井　美樹

JWK-2

水橋高校 分水高校 金津高校 小松商業高校 金津高校 分水高校 分水高校

富山県 01:56.056 新潟県 02:08.612 福井県 02:10.624 石川県 02:12.720 福井県 02:15.204 新潟県 02:15.438 新潟県 02:16.328

中山　文夫 野村　大介 濵田　悠生 笠原　　凌 亀山　祐享

松田　瑛賢 松崎　巧実 川中　愛斗 上垣　　拓 市川　侑聖

少年男子 飛田　龍汰 野澤　美朝 稲場　　弥 青木　比呂 半田　裕太

JK-4 山崎　大樹 深川　　瞭 野口　透輝 北澤　裕仁 藤堂　恭平

分水高校 水橋高校 小松商業高校 篠ノ井高校犀峡校 金津高校

新潟県 01:42.559 富山県 01:45.909 石川県 01:50.069 長野県 01:55.545 福井県 02:01.175

青木　風雅

片桐　翔也

少年男子 河村　翔馬

JC-4 武田　智則

分水高校

新潟県 02:02.345

高橋　麻理佳 稲田　ひかる 野口　莉湖

笹岡　晏奈 古川原　彩子 吉本　蒼空

少年女子 波多野　瞳 石黒　丹理 山本　千晴

JWK-4 橋本　侑紀 渡辺　　宝 中出　みこと

金津高校 分水高校 小松商業高校

福井県 02:01.720 新潟県 02:03.574 石川県 02:03.974


