
令和３年度関東高等学校カヌー大会　成績一覧 令和3年6月12・13日　　精進湖カヌー競技場
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𠮷岡　和美 松本　薫弥 沼田　蒼太朗 朝比奈　隼正 宮本　朝瑠 平田　侑杜 七五三　篤 要田　一颯 宮川　駿平
1分52秒730 1分54秒125 1分56秒358 1分56秒664 1分56秒713 1分59秒570 1分59秒957 2分00秒507 2分03秒144

千葉県立小見川 山梨県立富士河口湖 正則学園 山梨県立富士河口湖 埼玉県立浦和 正則学園 千葉県立小見川 群馬県立前橋南 八千代松陰
松本　薫弥 平田　侑杜 杉本　七色 小堀　優一 吉岡　青唯 宮本　朝瑠 八反田　歩夢 高橋　侑己 秋山　智哉
朝比奈　隼正 沼田　蒼太朗 小佐野　貴富 七五三　篤 畠中　正悟 水木　遥介 小田倉　悠樹 糸井　太一 駒井　洸希
1分48秒488 1分48秒617 1分50秒589 1分51秒137 1分53秒695 1分57秒697 1分58秒204 1分59秒952 2分02秒365

山梨県立富士河口湖 正則学園 山梨県立富士河口湖 千葉県立小見川 東京都立江戸川 埼玉県立浦和 茨城県立波崎柳川 埼玉県立浦和 さいたま市立大宮北
松本　薫弥 高橋　侑己 八反田　歩夢 星野　亮太 新井　魁人 新井　翔太 鎌滝　洋樹 前原　悠希 和田　太陽
朝比奈　隼正 水木　遥介 小田倉　悠樹 松戸　尚太朗 駒井　洸希 宮武　旺生 中尾　太賀 五味田　健介 長井　大翔
杉本　七色 宮本　朝瑠 宮内　岳大 浅田　悠希 出内　康太郎 倉橋　悠斗 渡辺　拓也 黒田　航平 仲森　壮
小佐野　貴富 糸井　太一 吾妻　莞太 岡村　俊介 秋山　智哉 齊藤　澪 清水　尊 根岸　大河 中村　颯人
1分38秒540 1分42秒995 1分47秒965 1分48秒504 1分50秒652 1分55秒167 1分56秒100 1分59秒988 2分01秒817

山梨県立富士河口湖 埼玉県立浦和 茨城県立波崎柳川 千葉県立佐倉 さいたま市立大宮北 群馬県立前橋南 埼玉県立越谷東 栃木県立佐野東 千葉県立佐倉
渡邊　舜太 入江　旭 藤村　大暉 新井　翔介 小島　克海 江原　駿人 小松原　純太 五十嵐　友哉 加藤　翼沙
2分03秒071 2分17秒391 2分18秒439 2分21秒534 2分21秒943 2分22秒254 2分23秒570 2分24秒380 2分25秒551

山梨県立富士河口湖 埼玉県立浦和 茨城県立那珂湊 群馬県立館林商工 千葉県立佐倉 群馬県立前橋東 群馬県立館林商工 筑波大学附属駒場 栃木県立小山南
新井　翔介 諏訪部　修平 干川　翔太郎 藤村　大暉 塚本　隼 加藤　翼沙 熊谷　陸 田中　優士 入江　旭
小林　裕貴 神原　圭佑 江原　駿人 白土　龍輝 田嶋　亮汰 松葉　雄叶 小島　克海 青木　駿羅 平沢　英士
2分10秒920 2分16秒670 2分17秒279 2分18秒444 2分21秒198 2分21秒924 2分23秒140 2分23秒405 2分24秒359

群馬県立館林商工 千葉県立佐倉 群馬県立前橋東 茨城県立那珂湊 群馬県立前橋南 栃木県立小山南 千葉県立佐倉 栃木県立小山南 埼玉県立浦和
髙瀬　七洋 諏訪部　修平 塚本　隼 加藤　翼沙 新井　翔介 小幡　陽 符名　恭輔
田中　琉也 熊谷　陸 田嶋　亮汰 田中　優士 小林　裕貴 澤本　竜基 戸田　靖也
小岩　稜太 神原　圭佑 青木　泰征 青木　駿羅 新谷　龍生 見田　伊吹 嶺　優希
小松原　純太 小島　克海 浅見　真太郎 松葉　雄叶 村田　龍哉 原田　涼太 宮沢　憲太
1分58秒680 2分02秒435 2分02秒761 2分05秒334 2分15秒872 2分21秒527 2分27秒863

群馬県立館林商工 千葉県立佐倉 群馬県立前橋南 栃木県立小山南 群馬県立館林商工 さいたま市立大宮北 埼玉県立越谷東
寺岡　夏鈴 髙岡　明音 坂本　文芽 蝦名　彩 上原　千歩 三田　万璃亜 小池　凜香 渡辺　星空 板橋　一華
2分13秒167 2分16秒363 2分19秒478 2分21秒254 2分24秒396 2分25秒458 2分27秒256 2分29秒349 2分30秒814

千葉県立小見川 千葉県立小見川 山梨県立富士河口湖 群馬県立前橋南 東京都立日本橋 群馬県立西邑楽 群馬県立西邑楽 山梨県立富士河口湖 埼玉県立越谷東
髙岡　明音 蝦名　彩 坂本　文芽 小日向　かのん 小林　雛乃 伊藤　菜花 横塚　香美 遠山　夏海 石崎　真帆
寺岡　夏鈴 池田　佑加 渡辺　星空 小暮　琴乃 佐々木　きなり 板橋　一華 石川　彩花 干川　叶 高野　葉月
2分09秒502 2分17秒032 2分18秒414 2分25秒299 2分26秒484 2分27秒360 2分29秒873 2分31秒202 2分32秒089

千葉県立小見川 群馬県立前橋南 山梨県立富士河口湖 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 栃木県立小山南 茨城県立那珂湊
小林　雛乃 蝦名　彩 三田　万璃亜 円城寺　ななみ 石倉　史薫 石戸　あみ 小林　花帆 中村　真菜 中塩　亜弥
成毛　水咲 池田　佑加 小池　凜香 相澤　樹里 伊藤　菜花 常見　佳穂 横田　穂乃嘉 神山　璃空 宮野　彩花
佐々木　きなり 内山　葵葉 小日向　かのん 西田　奈那子 和泉　千咲 瀧川　楓 大川　遥生 中澤　明日菜 平塚　春花
寺島　颯生 中島　流心華 水野　薫音 松村　唯 田村　羽乃耶 吉沢　友里 鈴木　莉央 本島　蒼空 河野　碧
2分02秒763 2分05秒171 2分07秒974 2分10秒243 2分14秒281 2分14秒527 2分17秒914 2分18秒052 2分21秒429
千葉県立佐倉 群馬県立前橋南 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 栃木県立佐野東 栃木県立佐野東 さいたま市立大宮北
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斎藤　茉波美 江原　彩華
3分22秒784 3分27秒179

群馬県立西邑楽 群馬県立前橋南

1 1位 2位 3位
山梨県立富士河口湖 群馬県立館林商工 千葉県立佐倉
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千葉県立小見川 群馬県立前橋南 千葉県立佐倉
23点 19点 17点
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