
令和４年度関東高等学校カヌー大会 兼 第２７回関東高等学校カヌー選手権大会　総合成績表 令和4年6月11・12日 精進湖カヌー競技場
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沼田　蒼太朗 朝比奈　隼正 宮川　駿平 七五三　篤 安廣　周真 畠中　正悟 杉本　七色 石井　蒼馬
1分49秒82 1分51秒55 1分51秒81 1分52秒56 1分54秒16 1分54秒67 1分56秒81 1分57秒72
正則学園 山梨県立富士河口湖 八千代松陰 千葉県立小見川 東京都立両国 東京都立江戸川 山梨県立富士河口湖 東京都立小松川
白根　巧巳 朝比奈　隼正 沼田　蒼太朗 小島　隆聖 大森　昊輝 熊倉　魁 堤　京介 齊藤　澪
佐野　暁亮 杉本　七色 大泉　堅 仲森　壮 山田　雄飛 加納　隆太郎 渡邊　天汰 塚本　伶
1分47秒13 1分47秒75 1分48秒84 1分55秒66 1分57秒51 2分01秒86 2分02秒02 2分06秒44

山梨県立富士河口湖 山梨県立富士河口湖 正則学園 千葉県立佐倉 埼玉県立浦和 神奈川県立横浜修悠館横須賀 山梨県立富士河口湖 群馬県立前橋南
朝比奈　隼正 加納　隆太郎 小島　隆聖 佐藤　優 増田　帆高 大森　昊輝 中森　慎 中臺　唯円 黒田　航平
杉本　七色 リー　ウィリアム勇揮 田中　慎太郎 林　清 相原　崚人 鈴木　龍祥 塚谷　航平 田中　千開 藤野　倖成
白根　巧巳 沖村　心 中村　颯人 森　息吹 滝澤　空明 関　敦士 遠藤　匠 原山　千玄 野本　結太
佐野　暁亮 牧内　天秀 仲森　壮 吉永　光汰 渡辺　泰雅 高田　孝太郎 山中　健太郎 小川　千颯 北田　惟翔
1分41秒30 1分48秒30 1分50秒06 1分52秒60 1分55秒82 1分55秒98 2分01秒64 2分01秒99 2分04秒33

山梨県立富士河口湖 神奈川県立横浜修悠館横須賀 千葉県立佐倉 群馬県立西邑楽 埼玉県立越谷東 埼玉県立浦和 さいたま市立大宮北 千葉県立佐倉 栃木県立佐野東
松本　皐暉 白土　龍輝 髙瀬　七洋 浅見　真太郎 小松原　純太 武井　睦 須川　彰吾 小岩　稜太 仲沢　和
2分08秒00 2分08秒86 2分09秒18 2分11秒40 2分12秒06 2分12秒81 2分19秒04 2分19秒33 2分32秒52
富士学苑 茨城県立那珂湊 群馬県立館林商工 群馬県立前橋南 群馬県立館林商工 群馬県立西邑楽 神奈川県立横浜修悠館横須賀 群馬県立館林商工 富士学苑
髙瀬　七洋 小島　佑介 松本　皐暉 平沢　英士 中山　龍翔 伊藤　拓麻 佐藤　大河
小松原　純太 武井　睦 仲沢　和 松崎　龍哉 𫞏本　律樹 蒔田　直哉 川口　広人
2分03秒01 2分05秒85 2分07秒68 2分12秒70 2分27秒69 2分31秒31 2分33秒89

群馬県立館林商工 群馬県立西邑楽 富士学苑 埼玉県立浦和 栃木県立小山南 千葉県立佐倉 千葉県立佐倉
髙瀬　七洋 青木　泰征 伊藤　拓麻 宮沢　憲太 緒方　秀 谷口　開理 佐藤　善信
小岩　稜太 浅見　真太郎 佐藤　大河 赤津　勇瑠 設樂　昌幸 見田　伊吹 青柳　匠
小松原　純太 板垣　翔羅 川口　広人 花輪　優人 正田　裕貴 齋藤　岳 丸山　海斗
野田　哲兵 篠塚　拓人 蒔田　直哉 福島　直弥 田中　優多 坂巻　駆 中見川　空良
1分53秒90 2分03秒96 2分07秒46 2分10秒20 2分18秒78 2分23秒00 4分59秒83

群馬県立館林商工 群馬県立前橋南 千葉県立佐倉 埼玉県立越谷東 群馬県立前橋東 さいたま市立大宮北 栃木県立小山南
寺岡　夏鈴 髙岡　明音 安藤　万結 小嶋　佑咲 稲永　美咲 坂本　文芽 渡辺　星空 池田　佑加 遠山　夏海
2分08秒33 2分10秒38 2分10秒92 2分14秒13 2分17秒31 2分18秒48 2分19秒03 2分19秒86 2分30秒68

千葉県立小見川 千葉県立小見川 桐朋女子 東京都立福生 千葉県立銚子商業 山梨県立富士河口湖 山梨県立富士河口湖 群馬県立前橋南 栃木県立小山南
髙岡　明音 池田　佑加 横塚　香美 上原　千歩 縫田　桜 村田　愛莉 石﨑　真帆 中塩　亜弥
寺岡　夏鈴 中島　流心華 川島　菜乃香 中山　珠沙 石川　彩花 江原　百桃 高野　葉月 河野　碧
2分04秒54 2分14秒18 2分16秒97 2分17秒72 2分22秒05 2分22秒12 2分23秒31 2分27秒30

千葉県立小見川 群馬県立前橋南 栃木県立佐野東 東京都立日本橋 栃木県立佐野東 群馬県立前橋南 茨城県立那珂湊 さいたま市立大宮北
横塚　香美 池田　佑加 滝沢　莉子 水野　薫音 井野　彩加 中塩　亜弥 安部　日花里 村崎　明美 加藤　梨佳
川島　菜乃香 中島　流心華 相澤　樹里 斎藤　那波美 奥山　愛子 平塚　春花 君田　莉穂 清水　愛衣 清水　里穂
藤田　真帆 村田　愛莉 西田　奈那子 斎藤　茉波美 野村　明日花 河野　碧 金村　涼 山﨑　千尋 棚橋　佳穂
齋川　華音 江原　百桃 松村　唯 中宇　久恵 山根　悠夢 中村　雪乃 飯塚　結菜 山﨑　沙那子 山﨑　理南
2分01秒10 2分02秒32 2分05秒50 2分06秒55 2分09秒46 2分13秒03 2分13秒15 2分15秒26 2分25秒71

栃木県立佐野東 群馬県立前橋南 千葉県立佐倉 群馬県立西邑楽 栃木県立佐野東 さいたま市立大宮北 栃木県立佐野東 千葉県立佐倉 埼玉県立越谷東

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位
斎藤　茉波美 江原　彩華 大石　百夏
2分40秒78 2分43秒38 4分57秒93

群馬県立西邑楽 群馬県立前橋南 茨城県立波崎柳川

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

34点 27点 23点
2 1位 2位 3位

栃木県立佐野東 千葉県立小見川 群馬県立前橋南
24点 23点 18点
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