
平成３０年度関東高等学校カヌー大会　成績一覧 平成30年6月9・10日　　精進湖カヌー競技場
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鈴木　翔大 福井　伸紘 八木　慧 關口　晃規 多田良　樹生 澤樹　鷹人 盛岡　凜 崇原　匠 岡口　桂大
1分55秒950 1分56秒794 1分57秒234 2分00秒929 2分02秒221 2分02秒248 2分03秒923 2分17秒725 2分22秒285

山梨県立富士河口湖 千葉県立小見川 神奈川県立横浜修悠館横須賀 関東第一 山梨県立富士河口湖 埼玉県立浦和 神奈川県立横浜修悠館横須賀 群馬県立西邑楽 神奈川県立横浜修悠館横須賀

鈴木　翔大 關口　晃規 大戸　隆一 水田　雄眞 松本　祥太郎 盛岡　凜 斎藤　大夢 生方　悠太 岩井　瑠風
多田良　樹生 駒﨑　廉 シャッジャド　渉 峯　大介 澤樹　鷹人 吉留　嵩人 神成　広貴 舘　旺成 森川　龍弘
1分53秒277 1分56秒862 1分56秒872 1分57秒376 1分57秒856 2分00秒781 2分00秒998 2分04秒309 2分06秒138

山梨県立富士河口湖 関東第一 埼玉県立越谷東 千葉県立佐倉 埼玉県立浦和 神奈川県立横浜修悠館横須賀 群馬県立前橋南 埼玉県立越谷東 神奈川県立横浜修悠館横須賀

大戸　隆一 盛岡　凜 水田　雄眞 斎藤　大夢 崇原　匠 黒澤　翔梧 松本　祥太郎 岡部　太聖 富岡　優作
生方　悠太 吉留　嵩人 峯　大介 神成　広貴 森　正大 小長谷　拓海 田中　吹樹 藤澤　治也 根岸　優大
舘　旺成 岡口　桂大 大川原　秀 久保田　将吾 芹澤　優志 藤崎　雄太 稲垣　陽人 坂本　亮太 山口　陸斗

シャッジャド　渉 岩井　瑠風 秦　広大 杉本　敬太 黒岩　克樹 笹浪　陽樹 澤樹　鷹人 山内　琢雅 平澤　幸太
1分44秒411 1分44秒612 1分46秒663 1分47秒485 1分48秒621 1分49秒197 1分52秒968 1分53秒179 1分58秒945

埼玉県立越谷東 神奈川県立横浜修悠館横須賀 千葉県立佐倉 群馬県立前橋南 群馬県立西邑楽 千葉県立佐倉 埼玉県立浦和 さいたま市立大宮北 栃木県立佐野東
三谷　武 仲田　翼 佐藤　拓馬 小堀　宙夢 福島　寛都 内田　雄貴 遠藤　駿 新井　柾人 長澤　快門
2分10秒018 2分11秒510 2分14秒009 2分15秒509 2分18秒987 2分21秒907 2分22秒047 2分24秒708 2分24秒982

神奈川県立横浜修悠館横須賀 山梨県立富士河口湖 山梨県立富士河口湖 群馬県立館林商工 神奈川県立横浜修悠館横須賀 さいたま市立大宮北 群馬県立館林商工 さいたま市立大宮北 埼玉県立浦和
仲田　翼 新岡　瑠唯斗 小堀　宙夢 秋山　竜哉 津田　新司 樫村　衛 金子　誠生 三瓶　宙 岡田　笙汰
佐藤　拓馬 大橋　壮太 柳瀬　匡岐 内田　雄貴 山口　翔大 飯野　一輝 瀧澤　陸人 小川　隼平 遠藤　駿
2分02秒444 2分02秒657 2分10秒608 2分11秒821 2分15秒980 2分16秒029 2分16秒178 2分17秒620 2分21秒447

山梨県立富士河口湖 神奈川県立横浜修悠館横須賀 群馬県立館林商工 さいたま市立大宮北 神奈川県立横浜修悠館横須賀 千葉県立佐倉 千葉県立佐倉 埼玉県立浦和 群馬県立館林商工
中村　謙太 小堀　宙夢 秋山　竜哉 伊藤　拓真 千葉　耀斗 江原　貴史 小川　隼平 浅子　翼
福島　寛都 柳瀬　匡岐 新井　柾人 飯島　舜太 石川　駿 岩瀬　祐人 三瓶　宙 宮下　平真
田口　雅也 岡田　笙汰 内田　雄貴 根岸　諒 外山　哲平 茂木　祐太 猿渡　大介 入沢　空向
北野　凜太朗 遠藤　駿 岡田　真平 嶋田　賢人 田中　翔登 島尻　脩平 田邊　竣也 藤原　空河
1分55秒405 1分58秒920 2分02秒373 2分03秒773 2分04秒140 2分06秒000 2分06秒070 2分12秒269

神奈川県立横浜修悠館横須賀 群馬県立館林商工 さいたま市立大宮北 群馬県立館林商工 栃木県立小山南 群馬県立前橋南 埼玉県立浦和 埼玉県立越谷東
諏訪　智美 都築　千空姫 古谷　水玖 干川　奈々 柳堀　あいり 林　ゆりか 髙野　真緒 斎藤　綾花 小田　歩佳
2分14秒805 2分16秒825 2分18秒575 2分19秒167 2分19秒763 2分20秒643 2分20秒821 2分21秒910 2分23秒413

千葉県立小見川 富士学苑 東京都立雪谷 群馬県立前橋東 千葉県立小見川 群馬県立前橋南 千葉県立小見川 群馬県立前橋南 さいたま市立大宮北
柳堀　あいり 諏訪　智美 林　ゆりか 石田　菜穂美 勝俣　優那 小田　歩佳 渡邊　愛美 丸田　紗羽 松井　寧々
髙野　真緒 髙橋　星菜 斎藤　綾花 干川　奈々 渡邉　青空 中生　美央 小林　このみ 夛田　菜々恵 茂木　咲乃
2分06秒784 2分07秒344 2分08秒100 2分09秒806 2分14秒373 2分17秒538 2分19秒122 2分19秒702 2分21秒554

千葉県立小見川 千葉県立小見川 群馬県立前橋南 群馬県立前橋東 山梨県立富士河口湖 さいたま市立大宮北 山梨県立富士河口湖 千葉県立佐倉 群馬県立前橋南
柳堀　あいり 林　ゆりか 勝俣　優那 石田　菜穂美 小田　歩佳 丸田　紗羽 宇田川　優香 伊藤　栄花 大阪　心笑
諏訪　智美 松井　寧々 渡邉　青空 干川　奈々 中生　美央 竹間　晴香 前原　香歩 牧山　紗英子 齋藤　愁
髙野　真緒 茂木　咲乃 渡邊　愛美 山口　真依 日笠山　葵 夛田　菜々恵 小倉　由佳理 塩原　心愛 川上　彩穂
髙橋　星菜 斎藤　綾花 小林　このみ 布施　彩音 中川　幸音 三好　ひなた 保々　芙由香 富山　汐音 栗田　実聖
1分56秒299 2分01秒163 2分03秒257 2分03秒746 2分07秒533 2分07秒756 2分08秒488 2分09秒644 2分11秒521

千葉県立小見川 群馬県立前橋南 山梨県立富士河口湖 群馬県立前橋東 さいたま市立大宮北 千葉県立佐倉 栃木県立佐野東 埼玉県立越谷東 群馬県立西邑楽

1 1位 2位 3位
神奈川県立横浜修悠館横須賀 山梨県立富士河口湖 群馬県立館林商工

49点 41点 25点
2 1位 2位 3位

千葉県立小見川 群馬県立前橋南 群馬県立前橋東
37点 17点 15点
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