
平成３０年度関東高等学校カヌー選手権選抜大会　成績一覧 平成30年9月15・16日　　精進湖カヌー競技場
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鈴木　翔大 多田良　樹生 關口　晃規 澤樹　鷹人 瀬尾　嵩弘 小佐野　広大 大野　青空 駒﨑　廉 大戸　隆一
1分51秒449 1分52秒728 1分55秒026 1分55秒653 2分00秒004 2分01秒808 2分02秒241 2分02秒585 2分03秒247

山梨県立富士河口湖 山梨県立富士河口湖 関東第一 埼玉県立浦和 東京都立産業技術高等専門学校 山梨県立富士河口湖 東京都立日本橋 関東第一 埼玉県立越谷東
鈴木　翔大 關口　晃規 伊東　拓海 小沼　航河 坂本　亮太 藤崎　雄太 鈴木　麗音 杉本　敬太 井野　佑成
多田良　樹生 駒﨑　廉 荒沼　瑠依 小島　大昌 山内　琢雅 笹浪　陽樹 及川　光祐 髙橋　大翔 平澤　幸太
1分46秒705 1分48秒681 1分53秒746 1分57秒473 1分58秒080 1分58秒504 1分59秒435 2分01秒204 2分04秒355

山梨県立富士河口湖 関東第一 茨城県立波崎柳川 埼玉県立越谷東 さいたま市立大宮北 千葉県立佐倉 茨城県立波崎 群馬県立前橋南 栃木県立佐野東
井野　佑成 藤崎　雄太 小沼　航河 坂本　亮太 稲垣　陽人 小林　京太 栩木　孝一郎 成澤　洋輝
平澤　幸太 笹浪　陽樹 髙橋　楓翔 浅尾　光輝 佐藤　亮輔 今西　悠人 黒澤　匠 篠田　直之
根岸　優大 綿貫　光洋 水野　悟武 山内　琢雅 石川　直英 柴田　寛大 黒澤　優太 長谷地　恵太
富岡　優作 市川　幹太 小島　大昌 玉木　晴人 林　和希 袋布　新太郎 日渡　修也 土生津　拓弥
1分47秒443 1分48秒314 1分51秒260 1分51秒516 1分54秒667 1分57秒123 1分58秒498 2分12秒666

栃木県立佐野東 千葉県立佐倉 埼玉県立越谷東 さいたま市立大宮北 埼玉県立浦和 千葉県立佐倉 茨城県立那珂湊 埼玉県立越谷東
佐藤　拓馬 三浦　里恩 石﨑　楓馬 金子　誠生 猿渡　大介 小林　歩夢 樫村　衛 瀧澤　陸人 津田　新司
2分07秒670 2分09秒544 2分10秒209 2分10秒253 2分16秒433 2分17秒531 2分18秒425 2分18秒958 2分19秒026

山梨県立富士河口湖 山梨県立富士河口湖 茨城県立那珂湊 千葉県立佐倉 埼玉県立浦和 埼玉県立越谷東 千葉県立佐倉 千葉県立佐倉 神奈川県立横浜修悠館横須賀

佐藤　拓馬 津田　新司 金子　誠生 伊藤　拓真 石﨑　楓馬 樫村　衛 星野　圭亮 生田目　悠 入沢　空向
三浦　里恩 山口　翔大 瀧澤　陸人 飯島　舜太 和田　拓真 飯野　一輝 千葉　郁弥 川崎　大地 小林　歩夢
1分59秒962 2分07秒488 2分08秒848 2分13秒521 2分15秒677 2分17秒842 2分17秒948 2分19秒000 2分19秒547

山梨県立富士河口湖 神奈川県立横浜修悠館横須賀 千葉県立佐倉 群馬県立館林商工 茨城県立那珂湊 千葉県立佐倉 栃木県立小山南 茨城県立那珂湊 埼玉県立越谷東
金子　誠生 伊藤　拓真 和田　拓真 宇都宮　彬聡 飯野　一輝 猿渡　大介 星野　圭亮 植松　勇太 田中　涼
瀧澤　陸人 飯島　舜太 西野　誓馬 杉本　彩斗 高遠　壮太 田辺　竣也 千葉　郁弥 南室　駿輔 永池　亮太
樫村　衛 根岸　諒 川崎　大地 入沢　空向 下田　悠平 石井　大河 杉山　和也 小川　義瞬 諏訪　貴也
外岡　晴雪 嶋田　賢人 石﨑　楓馬 小林　歩夢 成川　輔 坂本　匠 久保　瑳也 内村　彩人 松嶋　良和
1分59秒860 2分00秒897 2分02秒898 2分07秒994 2分08秒944 2分14秒271 2分14秒567 2分24秒490 2分43秒219
千葉県立佐倉 群馬県立館林商工 茨城県立那珂湊 埼玉県立越谷東 千葉県立佐倉 埼玉県立浦和 栃木県立小山南 群馬県立館林商工 栃木県立小山南
諏訪　智美 髙野　真緒 柳堀　あいり 仲野　茉祐 髙橋　星菜 渡邊　愛美 三好　ひなた 小林　このみ 志田　優希
2分08秒990 2分11秒343 2分13秒137 2分13秒696 2分19秒917 2分19秒956 2分22秒157 2分23秒869 2分24秒962

千葉県立小見川 千葉県立小見川 千葉県立小見川 茨城県立鹿島 千葉県立小見川 山梨県立富士河口湖 千葉県立佐倉 山梨県立富士河口湖 群馬県立前橋南
柳堀　あいり 諏訪　智美 仲野　茉祐 千明　詩織 渡邊　愛美 石川　唯 稲員　真央 折戸　亜優 白井　みさと
髙野　真緒 髙橋　星菜 保立　千宙 志田　優希 小林　このみ 反田　瞳円 伊藤　萌 三好　ひなた 平原　芽依
1分59秒263 2分03秒993 2分08秒349 2分09秒846 2分12秒073 2分13秒216 2分13秒885 2分14秒295 2分17秒928

千葉県立小見川 千葉県立小見川 茨城県立鹿島 群馬県立前橋南 山梨県立富士河口湖 茨城県立那珂湊 千葉県立佐倉 千葉県立佐倉 栃木県立佐野東
柳堀　あいり 稲員　真央 新井　花奈 千明　詩織 相良　結宇 橋本　萌 栗田　実聖 加村　奈子
髙野　真緒 折戸　亜優 女屋　詩織里 志田　優希 仙田　遥香 矢部　みな美 塚崎　メウ 川村　怜菜
諏訪　智美 伊藤　萌 清水　楓子 水沢　幸音 白井　みさと 初見　菜緒 金井　愛嘉 栗原　日向子
髙橋　星菜 三好　ひなた 黒澤　紀湖 小野里　萌枝 平原　芽依 栁田　麻衣 井上　莉瑚 新井　粋心
1分51秒949 2分01秒400 2分05秒273 2分05秒570 2分05秒603 2分09秒700 2分12秒805 2分17秒202

千葉県立小見川 千葉県立佐倉 群馬県立前橋東 群馬県立前橋南 栃木県立佐野東 栃木県立小山南 群馬県立西邑楽 さいたま市立大宮北

1 1位 2位 3位
山梨県立富士河口湖 千葉県立佐倉 埼玉県立越谷東

49点 42点 20点
2 1位 2位 3位

千葉県立小見川 千葉県立佐倉 茨城県立鹿島
48点 12点 11点
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