
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位

選手名 青木　瑞樹 冨塚　晴之 菱田　悠杏 鈴木　翔大 松本　仁心 吉岡　和美 小鑓　亮太 斎藤　慎太朗 關口　晃規

タイム 01:47.523 01:47.762 01:50.427 01:50.519 01:50.543 01:52.779 01:54.237 01:54.749 01:58.246

所　属 安達高校 田辺工業高校 堅田高校 富士河口湖高校 坂出工業高校 小見川高校 島根中央高校 寒河江高校 関東第一高校

選手名 阿部　智礼・佐々木　絵 蒲生　斎樹・・　裕二朗 小久保　海杜・青木　瑞樹 鈴木　翔大・多田良　樹生 内田　陽人・吉見　夏陽 深川　瞭・山本　晃由樹 鳥越　天宮・大瀬　航 古澤　諒・武田　和樹 笠川　昂志郎・・村　和真

タイム 01:40.050 01:41.663 01:41.724 01:42.260 01:42.962 01:44.247 01:44.341 01:44.504 01:44.773

所　属 本荘高校 坂出工業高校 安達高校 富士河口湖高校 東郷高校 水橋高校 人吉高校 谷地高校 大津高校

古澤　諒・荒木　優希 小鑓　亮太・齋藤　哲一 松本　仁心・蒲生　斎樹 佐藤　千紘・星　陽幸

秋山　真乃輔・福田　龍之介

内田　陽人・吉見　夏陽 松藤　心・西田 一葉 岩田　翔靖・柳田　航成 辻　航大・丹羽　寛汰

松浦　永弥・押野　侑真 中野　湧太・平田　修希 ・　裕二朗・池田　健人 佐々木　海巳・髙橋　正真 溝辺　凌人・鳥越　天宮 後町　瑛斗・深谷　京太郎

大久保　純吾・田中 凜太朗

日髙　颯汰・山田　智博 川端　仁太・橋本　真修

タイム 01:34.826 01:35.774 01:37.315 01:38.202 01:38.423 01:38.789 01:39.654 01:40.929 01:42.240

所　属 谷地高校 島根中央高校 坂出工業高校 中新田高校 人吉高校 東郷高校 三潴高校 宮崎大宮高校 八幡商業高校

選手名 池口　黎於 佐藤　颯 森　陽紀 荒金　透音 原田　雅功 伊藤　佑悟 飛口　慧実 荒木　悠太 石﨑　楓馬

タイム 02:01.185 02:01.751 02:01.949 02:01.991 02:05.006 02:05.335 02:05.659 02:06.082 02:10.015

所　属 坂出工業高校 谷地高校 名鉄学園杜若高校 大分舞鶴高校 宮崎商業高校 二本松工業高校 出雲農林高校 綾部高校 那珂湊高校

選手名 渡邊　舜太・佐藤　拓馬 山口　翔大・津田　新司 後藤　大和・藤澤　龍介 飛口　慧実・垣田　要 荒金　透音・内田　麟太郎 佐藤　颯・布施　孝高 川口　竜輝・城島　拓史 梅村　昂生・前田　拓海 小西　星成・吉田　翔栄

タイム 01:56.250 01:57.251 01:57.891 01:58.928 01:59.614 02:00.255 02:00.705 02:01.406 02:03.955

所　属 富士河口湖高校 横浜修悠館高校横須賀 宮崎工業高校 出雲農林高校 大分舞鶴高校 谷地高校 神埼高校 名鉄学園杜若高校 不来方高校

森　陽紀・井原　崚汰 後藤　大和・髙﨑　圭悟 北﨑　健介・立岩　魁仁 熊井　雄弥・中園　太陽 田村　玖龍・堅田　侑吾 飛口　慧実・垣田　要 木村　優心・水谷　謙太 山口　翔大・津田　新司 金子　誠生・樫村　衛

長坂　蓮・梅村　昂生 小磯　彰太郎・藤澤　龍介 立岩　颯仁・橋本　豪 江畑　雅冬・進藤　敦司 東　大海・横山　改 廣國　伶斗・山根　くうが 小澤　優希・柴田　颯大 佐竹　大河・谷口　健太 瀧澤　陸人・飯野　一輝

タイム 01:50.336 01:50.441 01:51.850 01:52.805 01:52.815 01:53.120 01:53.485 01:55.739 レーンアウト

所　属 名鉄学園杜若高校 宮崎工業高校 球磨工業高校 高田高校 高知海洋高校 出雲農林高校 桑名西高校 横浜修悠館高校横須賀 佐倉高校

選手名 諏訪　智美 佐藤　奈津 福田　りん 尾上　楓 照井　咲頼 坂本　美杏 坂口　誓 上原　心花 西條　花菜

タイム 02:03.833 02:04.687 02:06.309 02:07.171 02:09.987 02:10.821 02:11.120 02:11.297 02:12.340

所　属 小見川高校 寒河江高校 坂出工業高校 曽於高校 南富良野高校 出雲農林高校 三好高校 綾部高校 宮崎大宮高校

選手名 西田　美優・佐藤　奈津
柳堀　あいり・髙野　真緒

福田　りん・三島　唯郁 西條　花菜・矢野　碧

植薄　真由美・植薄　真奈美

仲野　茉祐・保立　千宙 加来　美也・益川　菖 新宅　萌・礒部　理生 小林　このみ・渡邉　青空

タイム 01:56.292 01:57.236 01:59.314 02:01.647 02:02.276 02:02.298 02:02.922 02:04.010 02:07.777

所　属 寒河江高校 小見川高校 坂出工業高校 宮崎大宮高校 出雲農林高校 鹿島高校 大分豊府高校 名鉄学園杜若高校 富士河口湖高校

諏訪　智美・柳堀　あいり
青木　由那・松田　彩愛 馬場　はな・野村　光香 坂本　美杏・植薄　真由美

村田　優希奈・圖師　佳奈実

坂口　誓・井戸　咲良 松本　彩・森田　愛梨 安藤　楓・大森　さくら 白石　希星・中井　穂香

髙野　真緒・髙橋　星菜 奥山　雪乃・五十嵐　朔娘 白子　湖春・土川　真穂
植薄　真奈美・北野　そうら

長友　優奈・大木　麻由 本田　愛実・安井　更紗 松下　澄香・長尾　葉花 岸上　日菜・奥田　唯 荒木　杏咲・佐々木　心音

タイム 01:50.045 01:52.629 01:53.176 01:53.911 01:55.173 01:55.867 01:56.320 01:57.752 01:57.999

所　属 小見川高校 谷地高校 八幡商業高校 出雲農林高校 宮崎商業高校 三好高校 倉吉総合産業高校 高瀬高校 西陵高校

選手名 﨑山　渓 日沖　悠 山本　乃愛 木元　マリア 小杉　花 中島　菜月 稲澤　玲美 片山　友花 所　歩香

タイム 02:23.752 02:25.200 02:29.380 02:34.083 02:35.639 02:36.241 02:39.744 02:44.356 02:47.812

所　属 伊佐農林高校 桑名西高校 飯山高校 大洲高校 八日市南高校 三潴高校 水橋高校 綾部高校 那珂湊高校

競 技 委 員 長 審 判 部 長

安井　國士

安井　國士安井　國士

安井　國士

WK-1

WK-2

WK-4

選手名

WC-1

永尾　澄男

永尾　澄男永尾　澄男

永尾　澄男

K-2

K-4

選手名

C-1

C-2

C-4

選手名

令和元年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技令和元年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技令和元年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技令和元年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技
第35回全国高等学校カヌー選手権大会第35回全国高等学校カヌー選手権大会第35回全国高等学校カヌー選手権大会第35回全国高等学校カヌー選手権大会

成績一覧表(500m）成績一覧表(500m）成績一覧表(500m）成績一覧表(500m）

種目

K-1

2019/08/04

鹿児島県伊佐市 菱刈カヌー場


