
令和４年度関東高等学校カヌー選手権選抜大会　総合成績表 令和4年9月17日（土）・18日（日） 精進湖カヌー競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位
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七五三　篤 安廣　周真 杉本　七色 白根　巧巳 山田　雄飛 佐野　暁亮 小島　隆聖 滝澤　空明 千吉良　涼太
1分52秒91 1分55秒54 1分57秒08 1分57秒62 1分58秒11 1分58秒23 2分01秒23 2分01秒76 2分03秒07

千葉県立小見川 東京都立両国 山梨県立富士河口湖 山梨県立富士河口湖 埼玉県立浦和 山梨県立富士河口湖 千葉県立佐倉 埼玉県立越谷東 群馬県立前橋東
杉本　七色 佐野　暁亮 大森　昊輝 小島　隆聖 小川　千颯 小野　真司 藤野　倖成 塚本　伶 森　息吹
白根　巧巳 渡邊　天汰 山田　雄飛 田中　慎太郎 中村　颯人 千吉良　涼太 湯澤　椋 菊池　航太 齋藤　徹平
1分49秒39 1分52秒81 1分53秒05 1分54秒04 2分00秒00 2分00秒49 2分01秒19 2分01秒58 2分03秒06

山梨県立富士河口湖 山梨県立富士河口湖 埼玉県立浦和 千葉県立佐倉 千葉県立佐倉 群馬県立前橋東 栃木県立佐野東 群馬県立前橋南 群馬県立西邑楽
杉本　七色 小島　隆聖 志田　千裕 吉永　光汰 藤野　倖成 小川　千颯 関　敦士 石井　颯人 相原　崚人
佐野　暁亮 田中　慎太郎 滝澤　空明 森　息吹 湯澤　椋 原山　千玄 小林　俐央 山中　健太郎 グエン　チュン
白根　巧巳 中村　颯人 田村　正太 齋藤　徹平 北田　惟翔 田中　千開 高田　孝太郎 新井　孔明 菊地　真也
渡邊　天汰 中臺　唯円 渡辺　泰雅 澁澤　周羽 岩本　鼓矢 藤田　郁輝 鈴木　龍祥 白鳥　凪人 瀧澤　良太
1分42秒10 1分44秒99 1分47秒13 1分48秒80 1分56秒94 1分57秒64 1分58秒65 2分04秒35 2分10秒81

山梨県立富士河口湖 千葉県立佐倉 埼玉県立越谷東 群馬県立西邑楽 栃木県立佐野東 千葉県立佐倉 埼玉県立浦和 さいたま市立大宮北 埼玉県立越谷東
松本　皐暉 武井　睦 新谷　龍生 野田　哲兵 仲沢　和 設樂　昌幸 福島　直弥 中村　ディラン 川口　広人
2分06秒43 2分11秒15 2分15秒71 2分19秒40 2分19秒89 2分22秒68 2分22秒93 2分26秒12 2分26秒44
富士学苑 群馬県立西邑楽 群馬県立館林商工 群馬県立館林商工 富士学苑 群馬県立前橋東 埼玉県立越谷東 群馬県立西邑楽 千葉県立佐倉
松本　皐暉 武井　睦 野田　哲兵 川口　広人 飯塚　陸斗 正田　裕貴 花輪　優人 伊藤　拓麻 内山　遥介
仲沢　和 中村　ディラン 新谷　龍生 佐藤　大河 篠塚　拓人 保坂　龍輝 赤津　勇瑠 石原　広大 松崎　龍哉
2分04秒74 2分07秒59 2分08秒52 2分11秒97 2分19秒57 2分21秒40 2分23秒32 2分25秒23 2分35秒69
富士学苑 群馬県立西邑楽 群馬県立館林商工 千葉県立佐倉 群馬県立前橋南 群馬県立前橋東 埼玉県立越谷東 千葉県立佐倉 埼玉県立浦和
川口　広人 赤津　勇瑠 野田　哲兵 飯塚　陸斗 石川　寿一 池津　惣一朗
佐藤　大河 氏家　涼介 新谷　龍生 篠塚　拓人 齋藤　岳 内山　遥介
伊藤　拓麻 花輪　優人 小岩　慶太 塚本　伶 坂巻　駆 大坪　和明
石原　広大 福島　直弥 高崎　昊汰 石原　純 藤森　裕太 松崎　龍哉
2分03秒03 2分07秒95 2分08秒36 2分18秒97 2分29秒99 2分46秒61

千葉県立佐倉 埼玉県立越谷東 群馬県立館林商工 群馬県立前橋南 さいたま市立大宮北 埼玉県立浦和
寺岡　夏鈴 安藤　万結 小嶋　佑咲 稲永　美咲 川島　菜乃香 渡辺　星空 齋川　華音 中山　珠沙 村田　愛莉
2分11秒52 2分15秒59 2分16秒15 2分20秒03 2分21秒07 2分21秒52 2分24秒17 2分25秒09 2分27秒64

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 栃木県立佐野東 山梨県立富士河口湖 栃木県立佐野東 東京都立日本橋 群馬県立前橋南
藤田　真帆 川島　菜乃香 白幡　智美 井野　彩加 山﨑　沙那子 村田　愛莉 野村　明日花 井上　穂風 加藤　ひなた
齋川　華音 金村　涼 小林　美奈海 奥山　愛子 滝沢　莉子 江原　百桃 山根　悠夢 青山　優月 清水　愛衣
2分10秒06 2分10秒81 2分13秒54 2分13秒56 2分19秒95 2分21秒00 2分21秒12 2分22秒13 2分24秒09

栃木県立佐野東 栃木県立佐野東 関東学院六浦 栃木県立佐野東 千葉県立佐倉 群馬県立前橋南 栃木県立佐野東 群馬県立前橋南 千葉県立佐倉
川島　菜乃香 山﨑　沙那子 井野　彩加 村田　愛莉 髙野　心愛 加藤　梨佳 橋本　心花 武藤　優芽 山﨑　千尋
藤田　真帆 滝沢　莉子 奥山　愛子 江原　百桃 須見　瑠衣 清水　里穂 福田　愛子 久保　彩花 内川　詩
金村　涼 村崎　明美 野村　明日花 井上　穂風 北嶋　愛実 棚橋　佳穂 宮﨑　友菜 青山　琴春 加藤　ひなた
齋川　華音 清水　愛衣 山根　悠夢 浅野　葵 中丸　由寿稀 萩野　南菜 山田　愛 服部　麻理香 坂井　ひかり
1分59秒30 2分03秒67 2分04秒48 2分09秒50 2分14秒64 2分20秒23 2分26秒84 2分33秒32 2分36秒12

栃木県立佐野東 千葉県立佐倉 栃木県立佐野東 群馬県立前橋南 栃木県立小山南 埼玉県立越谷東 埼玉県立越谷東 栃木県立佐野東 千葉県立佐倉

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位
斎藤　茉波美 鎌田　桃苺 石坂　夏妃
2分33秒92 3分03秒75 4分55秒35

群馬県立西邑楽 群馬県立館林商工 栃木県立小山南

1 1位 2位 3位
山梨県立富士河口湖 千葉県立佐倉 群馬県立館林商工

37点 35点 23点
2 1位 2位 3位

栃木県立佐野東 千葉県立佐倉 群馬県立前橋南
43点 11点 9点
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