
設楽　勝太 小野　隼人 青木　瑞樹 阿部　智礼 佐々木　絵 齋藤　慎太朗 古澤　諒 小山田　香貴 荒木　優希

1'48"33 1'48"54 1'49"66 1'50"30 1'51"53 1'55"68 1'56"07 1'56"27 1'55"18

山形県立谷地高等学校 山形県立谷地高等学校 福島県立安達高等学校 秋田県立本荘高等学校 秋田県立本荘高等学校 山形県立寒河江高等学校 山形県立谷地高等学校 福島県立二本松工業高等学校 山形県立谷地高等学校

小野　隼人 阿部　智礼 小久保　海杜 荒木　優希 押野　侑真 木村　凌斗 橋本　琉ノ介 芳賀　倫太郎 若松　勝希

設楽　勝太 佐々木　絵 青木　瑞樹 古澤　諒 武田　和樹 阿部　修也 工藤　秀悟 米澤　雅遥 浅野　裕史

1'38"90 1'42"27 1'43"61 1'44"93 1'51"43 1'52"59 1'54"45 2'02"14 2'06"65

山形県立谷地高等学校 秋田県立本荘高等学校 福島県立安達高等学校 山形県立谷地高等学校 山形県立谷地高等学校 山形県立谷地高等学校 山形県立谷地高等学校 岩手県立不来方高等学校 宮城県中新田高等学校

小野　隼人 木村　凌斗 田中　大暉 佐藤　千紘 永浦　伊織 #N/A

設楽　勝太 阿部　修也 中村　優希 若松　勝希 佐々木　惟賀 #N/A

荒木　優希 押野　侑真 芳賀　倫太郎 浅野　裕史 藤野　太陽 #N/A

古澤　諒 武田　和樹 米澤　雅遥 星　陽幸 小野寺　大斗 #N/A

1'36"75 1'42"27 1'53"60 1'55"86 2'09"85

山形県立谷地高等学校 山形県立谷地高等学校 岩手県立不来方高等学校 宮城県中新田高等学校 宮城県登米高等学校 #N/A

佐藤　颯 小西　星成 布施　孝高 原野　剣太郎 奥山　颯大 伊藤　佑悟 柳橋　陽任 佐々木　遼太郎 佐藤　龍之介

2'05"41 2'08"86 2'10"15 2'11"73 2'12"58 2'14"02 2'16"57 2'18"82 2'21"75

山形県立谷地高等学校 岩手県立不来方高等学校 山形県立谷地高等学校 秋田県立由利工業高等学校 宮城県石巻商業高等学校 福島県立二本松工業高等学校 宮城県石巻商業高等学校 山形県立寒河江高等学校 山形県立寒河江高等学校

佐藤　颯 小西　星成 奥山　颯大 佐々木　遼太郎 神山　蓮太 大沼　祐太 浜口　晋 菅原　大貴 齋藤　晃

布施　孝高 吉田　翔栄 柳橋　陽任 佐藤　龍之介 高橋　伶央 渡邉　俊輔 武田　周飛 高山　怜樹 横山　楓雅

2'00"66 2'03"75 2'06"79 2'08"48 2'21"53 2'24"35 2'26"45 2'28"07 2'28"30

山形県立谷地高等学校 岩手県立不来方高等学校 宮城県石巻商業高等学校 山形県立寒河江高等学校 宮城県石巻商業高等学校 山形県立谷地高等学校 岩手県立不来方高等学校 宮城県中新田高等学校 酒田南高等学校

大沼　祐太 神山　蓮太 小西　星成 千葉　嵐士

佐藤　颯 奥山　颯大 吉田　翔栄 富樫　圭太

布施　孝高 高橋　伶央 浜口　晋 髙橋　倭

渡邉　俊輔 柳橋　陽任 武田　周飛 畠山　舜

2'03"74 2'09"12 2'17"40 3'14"60

山形県立谷地高等学校 宮城県石巻商業高等学校 岩手県立不来方高等学校 宮城県石巻商業高等学校

平泉　真衣 佐藤　奈津 西田　美優 長岡　さくら 奥山　雪乃 渡辺　愛生 松田　彩愛 中野　知 阿部　茜

2'07"17 2'08"73 2'10"47 2'15"11 2'15"52 2'16"60 2'18"10 2'16"69 2'20"33

山形県立谷地高等学校 山形県立寒河江高等学校 山形県立寒河江高等学校 山形県立谷地高等学校 山形県立谷地高等学校 福島県立安達高等学校 山形県立谷地高等学校 山形県立寒河江高等学校 山形県立寒河江高等学校

西田　美優 平泉　真衣 阿部　茜 五十嵐　朔娘 武藤　可純 横山　那々実 阿部　紗姫 小田　和咲 塚本　颯良

佐藤　奈津 長岡　さくら 中野　知 松田　彩愛 渡辺　愛生 髙橋　千夏 水本　月女 木村　桜子 山口　愛

1'56"78 2'03"26 2'05"36 2'05"37 2'12"01 2'12"64 2'13"00 2'16"11 2'18"57

山形県立寒河江高等学校 山形県立谷地高等学校 山形県立寒河江高等学校 山形県立谷地高等学校 福島県立安達高等学校 山形県立谷地高等学校 岩手県立不来方高等学校 岩手県立不来方高等学校 宮城県石巻商業高等学校

西田　美優 奥山　雪乃 阿部　紗姫 塚本　颯良 加藤　有佳 #N/A #N/A #N/A

阿部　茜 平泉　真衣 小田　和咲 山口　愛 千葉　花音 #N/A #N/A #N/A

佐藤　奈津 松田　彩愛 水本　月女 星　岬希 西谷　楓歌 #N/A #N/A #N/A

中野　知 長岡　さくら 錠前　羽瑠 小袖　葵 堀内　希渚 #N/A #N/A #N/A

1'53"36 1'54"06 2'06"65 2'20"52 2'25"92 2'07"81 2'15"95 2'20"03

山形県立寒河江高等学校 山形県立谷地高等学校 岩手県立不来方高等学校 宮城県石巻商業高等学校 宮城県登米高等学校 #N/A #N/A #N/A

1位 2位 3位 4位 5位 6位

山形県立谷地高等学校 岩手県立不来方高等学校 宮城県石巻商業高等学校

87点 29点 28点 点 点 点

山形県立谷地高等学校 山形県立寒河江高等学校 岩手県立不来方高等学校

41点 36点 9点 点 点 点

6位1位 2位 3位 4位 5位

男子総合

女子総合

二本松市阿武隈漕艇場　　　　　　平成30年10月21日

平成30年度　第9回東北高等学校新人カヌースプリント選手権大会
平成30年度　第9回東北高等学校新人カヌースプリント選手権大会平成30年度　第9回東北高等学校新人カヌースプリント選手権大会
平成30年度　第9回東北高等学校新人カヌースプリント選手権大会
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