
 

第６６回東海高等学校総合体育大会カヌー競技 令和元年6月23日

個人成績 【５００m】 会場／奥大井接岨湖カヌー競技場

順位 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
（得点） （１０点） （８点） （７点） （６点） （５点） （４点） （３点） （２点） （１点）

選手名 吉見　夏陽 鎌田　響 後町　瑛斗 嶺澤　直也 原田　拓弥 折田　直生 内田　陽人 塚田　将人 西尾　勇志
所　属 愛知県立東郷高校 岡崎学園高校 愛知県立東郷高校 愛知県立豊田南高校 愛知県立豊田北高校 愛知県立岡崎北高校 愛知県立東郷高校 静岡県立焼津水産高校 愛知県立三好高校

（K-1) タイム 1分51秒50 1分52秒24 1分52秒69 1分53秒59 1分53秒97 1分54秒87 1分56秒60 1分57秒42 1分58秒23

選手名 吉見　夏陽・内田　陽人 榊原　直樹・後町　瑛斗 柴田　健佑・原田　拓弥 鳩野　竜也・大沢　稜斗 深谷　京太郎・玉越　穂貴 田中　唯斗・石川　サトル 伊藤　真紘・岡田　拓己 小野島　市・鈴木　束沙

所　属 愛知県立東郷高校 愛知県立東郷高校 愛知県立豊田北高校 岐阜県立八百津高校 愛知県立東郷高校 静岡県立川根高校 三重県立桑名西高校 静岡県立川根高校

（K-2) タイム 1分44秒25 1分45秒95 1分46秒27 1分50秒98 1分52秒23 1分53秒33 1分55秒59 1分57秒17

吉見　夏陽・内田　陽人 左谷野　一・大沢　稜斗 伊藤　真紘・岡田　拓己 田中　唯斗・石川　サトル 三品　響生・大脇　諒太 塚田　将人・藤ヶ谷　龍星
後町　瑛斗・深谷　京太郎

村井　侑平・佐合　太地 中川　太陽・服部　太紀 小野島　市・鈴木　束沙 永吉　麟児郎・鳩野　竜也 藤ヶ谷　尚輝・夏目　彩季

（K-4) 所　属 愛知県立東郷高校 岐阜県立八百津高校 三重県立桑名西高校 静岡県立川根高校 岐阜県立八百津高校 静岡県立焼津水産高校

タイム 1分37秒46 1分41秒02 1分45秒60 1分45秒83 1分49秒36 1分51秒77

選手名 森　陽紀 前田　拓海 長坂　蓮 梅村　昂生 井原　崚汰 伊地田　悠二 大田　湧喜 木村　優心
所　属 名鉄学園杜若高校 名鉄学園杜若高校 名鉄学園杜若高校 名鉄学園杜若高校 名鉄学園杜若高校 愛知県立三好高校 愛知県立三好高校 三重県立桑名西高校

（C-1) タイム 2分00秒26 2分02秒74 2分03秒57 2分03秒84 2分04秒57 2分05秒09 2分11秒80 2分15秒83

選手名 梅村　昂生・前田　拓海 山本　健・井原　崚汰 水谷　謙太・小澤　優希 吉田　風雅・桒原　拓磨 高根　隆之介・森田　遼介 渡邉　郁弥・渡辺　勝斗 田村　一輝・髙松　希身 川瀨　駿空・三浦　聡真 村上　龍乃介・村上　大和

所　属 名鉄学園杜若高校 名鉄学園杜若高校 三重県立桑名西高校 岐阜県立八百津高校 岐阜県立八百津高校 岐阜県立八百津高校 静岡県立川根高校 静岡県立川根高校 岐阜県立八百津高校

（C-2) タイム 1分55秒51 1分58秒61 2分03秒73 2分05秒81 2分06秒16 2分09秒21 2分10秒68 2分25秒53 2分26秒28

井原　崚汰・梅村　昂生 水谷　謙太・小澤　優希 吉田　風雅・桒原　拓磨 渡邉　郁弥・渡辺　勝斗 田村　一輝・髙松　希身 #N/A #N/A
森　陽紀・長坂　蓮 木村　優心・柴田　颯大 高根　隆之介・森田　遼介 村上　龍乃介・吉田　雄翔 川瀨　駿空・三浦　聡真 #N/A #N/A

（C-4) 所　属 名鉄学園杜若高校 三重県立桑名西高校 岐阜県立八百津高校 岐阜県立八百津高校 静岡県立川根高校 #N/A #N/A

タイム 1分48秒16 1分51秒37 1分56秒69 1分58秒82 2分15秒93 #N/A #N/A

選手名 坂口　誓 安井　更紗 今村　栞音 倉橋　志帆 渡邉　彩加 坂口　未空 本田　愛実 新宅　萌 井戸　咲良
所　属 愛知県立三好高校 愛知県立三好高校 愛知県立岡崎西高校 愛知県立岡崎北高校 三重県立桑名西高校 中京大学附属中京高校 愛知県立三好高校 名鉄学園杜若高校 愛知県立三好高校

（WK-1) タイム 2分09秒28 2分10秒38 2分10秒76 2分11秒94 2分13秒42 2分14秒42 2分16秒82 2分17秒92 2分21秒66

選手名 坂口　誓・安井　更紗 新宅　萌・礒部　理生 渡邉　彩加・野呂　幸穂 井戸　咲良・本田　愛実 榊原　恵子・近藤　里帆 清水　茉理奈・稲垣　未生 平田　優生・松野　瑠莉

所　属 愛知県立三好高校 名鉄学園杜若高校 三重県立桑名西高校 愛知県立三好高校 愛知県立三好高校 静岡県立焼津水産高校 静岡県立焼津水産高校

（WK-2) タイム 2分01秒55 2分02秒37 2分04秒18 2分05秒94 2分22秒50 2分28秒57 2分43秒25

新宅　萌・礒部　理生 坂口　誓・本田　愛実 平田　優生・稲垣　未生 後藤　あゆ・森岡　うた #N/A #N/A #N/A #N/A
城戸　雪乃・高瀬　陽 井戸　咲良・安井　更紗 松野　瑠莉・清水　茉理奈 清水　凜子・水谷　結生 #N/A #N/A #N/A #N/A

（WK-4) 所　属 名鉄学園杜若高校 愛知県立三好高校 静岡県立焼津水産高校 三重県立桑名西高校 #N/A #N/A #N/A #N/A

タイム 1分53秒27 1分54秒89 2分17秒12 2分37秒47 #N/A #N/A #N/A #N/A

選手名 日沖　悠 藤山　真衣 安江　咲
所　属 三重県立桑名西高校 名鉄学園杜若高校 岐阜県立八百津高校

（WC-1) タイム 2分27秒26 2分50秒99 3分11秒12

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位

（　得　点　） 男子団体総合 64点 53点 48点 27点 22点 12点

第1位 2位 第3位 第4位 第5位 第6位

（　得　点　） 女子団体総合 51点 20点 18点 14点 7点 6点

女子
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝシングル

愛知県立東郷高校

名鉄学園杜若高校愛知県立三好高校

男子団体総合

女子団体総合
東海高等学校体育連盟

愛知県立岡崎西高校静岡県立焼津水産高校

女子
カヤックフォア

種目

女子
カヤックペア

男子
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝペア

女子
カヤックシングル

男子
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝフォア

男子
カヤックペア

男子
カヤックフォア

愛知県立豊田北高校

愛知県立岡崎北高校

名鉄学園杜若高校 岐阜県立八百津高校

三重県立桑名西高校

三重県立桑名西高校

選手名

選手名

男子
カヤックシングル

男子
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ

総合成績

選手名

静岡県立川根高校


