
令和元年度関東高等学校カヌー選手権選抜大会　成績一覧 令和元年9月21・22日　　精進湖カヌー競技場
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𠮷岡　和美 松本　薫弥 駒﨑　廉 平田　侑杜 瀬尾　嵩弘 黒澤　匠 小佐野　広大 及川　光祐 今西　悠人
1分57秒415 1分59秒000 2分01秒415 2分01秒470 2分02秒355 2分04秒139 2分04秒199 2分05秒038 2分07秒471

千葉県立小見川 山梨県立富士河口湖 関東第一 正則学園 東京都立産業技術高等専門学校 茨城県立那珂湊 山梨県立富士河口湖 茨城県立波崎 千葉県立佐倉
𠮷岡　和美 小佐野　広大 黒澤　匠 柳瀬　友哉 小林　京太 髙橋　大翔 袋布　新太郎 廣瀨　公平 板澤　大地
小堀　優一 松本　薫弥 栩木　孝一郎 石川　大悟 今西　悠人 要田　一颯 柴田　寛大 柳沼　優稀 長樂　直哉
1分51秒640 1分53秒738 1分55秒631 1分56秒385 1分56秒775 2分01秒075 2分02秒954 2分03秒501 2分03秒583

千葉県立小見川 山梨県立富士河口湖 茨城県立那珂湊 群馬県立西邑楽 千葉県立佐倉 群馬県立前橋南 千葉県立佐倉 神奈川県立横浜修悠館横須賀 さいたま市立大宮北
小林　京太 柳瀬　友哉 清田　将平 今　虎大朗 板澤　大地 髙橋　大翔 小林　寛都 小田倉　悠樹 林　和希
今西　悠人 石川　大悟 石橋　和樹 塩島　海 新井　魁人 内田　龍之介 鈴木　晟丈 吾妻　莞太 糸井　太一
袋布　新太郎 山片　志恩 大塚　蒼生 村野　洸 秋山　智哉 要田　一颯 浅田　悠希 八反田　歩夢 水木　遥介
柴田　寛大 菅原　翔太 宮　秀彰 後藤　夢也 長樂　直哉 新井　翔太 星野　亮太 宮内　岳大 川村　泰永
1分49秒265 1分53秒388 1分55秒038 1分55秒432 1分58秒690 1分58秒797 1分58秒958 2分02秒532 2分02秒696
千葉県立佐倉 群馬県立西邑楽 神奈川県立横浜修悠館横須賀 栃木県立佐野東 さいたま市立大宮北 群馬県立前橋南 千葉県立佐倉 茨城県立波崎柳川 埼玉県立浦和
渡邊　舜太 戸部　拓郎 下田　悠平 川崎　大地 成川　輔 内村　彩人 田中　涼 高遠　壮太 毛利　文哉
2分11秒143 2分16秒406 2分17秒239 2分19秒590 2分20秒095 2分20秒487 2分21秒569 2分24秒524 2分28秒647

山梨県立富士河口湖 群馬県立前橋南 千葉県立佐倉 茨城県立那珂湊 千葉県立佐倉 群馬県立館林商工 栃木県立小山南 千葉県立佐倉 さいたま市立大宮北
戸部　拓郎 高遠　壮太 生田目　悠 内村　彩人 田中　涼 柴田　雅生 藤村　大暉 石井　大河 毛利　文哉
殿岡　大輝 下田　悠平 川崎　大地 小川　義瞬 松嶋　良和 成川　輔 福島　隆斗 馬場　健冬 篠原　岳琉
2分07秒621 2分08秒327 2分08秒972 2分10秒921 2分12秒327 2分13秒019 2分19秒479 2分20秒509 2分28秒881

群馬県立前橋南 千葉県立佐倉 茨城県立那珂湊 群馬県立館林商工 栃木県立小山南 千葉県立佐倉 茨城県立那珂湊 埼玉県立浦和 さいたま市立大宮北
高遠　壮太 川崎　大地 諏訪　貴也 内村　彩人 柴田　雅生 綿引　真央 坂本　匠 毛利　文哉 地主園　裕貴
下田　悠平 藤村　大暉 永池　亮太 植松　勇太 熊谷　陸 福原　天晴 入江　旭 澤本　竜基 柴崎　和真
成川　輔 生田目　悠 田中　涼 小川　義瞬 諏訪部　修平 坂上　拓生 藤田　世怜 清水　翔太郎 葛西　温斗
柳川　陽尚 福島　隆斗 松嶋　良和 佐藤　京介 神原　圭佑 坂本　修次郎 堀口　恵佑 篠原　岳琉 新井　翔介
2分00秒717 2分01秒714 2分02秒871 2分03秒478 2分10秒551 2分11秒128 2分14秒203 2分14秒865 2分17秒693
千葉県立佐倉 茨城県立那珂湊 栃木県立小山南 群馬県立館林商工 千葉県立佐倉 神奈川県立横浜修悠館横須賀 埼玉県立浦和 さいたま市立大宮北 群馬県立館林商工
仲野　茉祐 熊岡　亜弥 保立　千宙 渡邉　青空 栗田　実聖 栗原　日向子 塚崎　メウ 遠藤　ももこ 小野里　萌枝
2分15秒744 2分16秒870 2分20秒464 2分22秒731 2分25秒217 2分25秒635 2分29秒442 2分30秒305 2分31秒709
茨城県立鹿島 東京都立千早 茨城県立鹿島 山梨県立富士河口湖 群馬県立西邑楽 さいたま市立大宮北 群馬県立西邑楽 千葉県立佐倉 群馬県立前橋南
仲野　茉祐 塚崎　メウ 遠藤　ももこ 井上　莉瑚 神村　美有 山下　未来 伊藤　海月 飛鳥馬　千帆 黒須　あかり
保立　千宙 栗田　実聖 鈴木　爽良 金井　愛嘉 蝦名　彩 黒澤　紀湖 小瀬　仁那 清水　恵海 佐々木　きなり
2分07秒311 2分16秒717 2分19秒529 2分20秒838 2分21秒711 2分22秒236 2分25秒342 2分27秒671 2分27秒930
茨城県立鹿島 群馬県立西邑楽 千葉県立佐倉 群馬県立西邑楽 群馬県立前橋南 群馬県立前橋東 栃木県立佐野東 埼玉県立越谷東 千葉県立佐倉
塚崎　メウ 遠藤　ももこ 飯泉　愛佳 三田　万璃亜 成毛　水咲 板橋　一華 湯澤　綾音 清水　彩音 中村　真菜
栗田　実聖 鈴木　爽良 綱本　千夏 小暮　琴乃 小林　雛乃 和泉　千咲 石戸　あみ 海老原　陽菜 瀧川　楓
井上　莉瑚 黒須　あかり 伊藤　海月 小池　凜香 植木　天音 奥村　岬 河内　璃子 熊谷　凜 常見　佳穂
金井　愛嘉 佐々木　きなり 小瀬　仁那 小日向　かのん 寺島　颯生 伊藤　菜花 岩戸　梨紗 小森谷　千聖 吉沢　友里
2分04秒907 2分06秒641 2分13秒223 2分19秒710 2分24秒738 2分28秒073 2分28秒954 2分29秒062 2分55秒462

群馬県立西邑楽 千葉県立佐倉 栃木県立佐野東 群馬県立西邑楽 千葉県立佐倉 埼玉県立越谷東 栃木県立佐野東 埼玉県立越谷東 栃木県立佐野東

1 1位 2位 3位
千葉県立佐倉 茨城県立那珂湊 山梨県立富士河口湖
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群馬県立西邑楽 茨城県立鹿島 千葉県立佐倉
31点 22点 18点
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