
平成２９年度関東高等学校カヌー大会　成績一覧 平成29年6月10・11日　　精進湖カヌー競技場
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鈴木　翔大 福井　伸紘 伊藤　昂輝 渡邉　森人 本間　太海 多田良　樹生 滝口　貴一 永松　優志 關口　晃規
1分54秒202 1分54秒841 1分54秒931 1分55秒701 1分57秒625 1分59秒722 2分00秒223 2分01秒165 2分02秒689

山梨県立富士河口湖 千葉県立小見川 山梨県立富士河口湖 山梨県立富士河口湖 神奈川県立横浜修悠館 横須賀 山梨県立富士河口湖 神奈川県立横浜修悠館 横須賀 日本体育大学荏原 関東第一
伊藤　昂輝 鈴木　翔大 本間　太海 伊藤　翔紀 永松　優志 清水　裕士郎 片山　浩太 木佐貫　勇弥 滝口　貴一
渡邉　森人 多田良　樹生 小西　元哉 田中　大貴 山田　稀月 高沢　空都 板橋　瑞樹 森　正大 武若　理人
1分50秒959 1分51秒933 1分53秒912 1分54秒284 1分57秒674 1分58秒469 1分59秒410 2分01秒798 2分03秒449

山梨県立富士河口湖 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 日本体育大学荏原 埼玉県立浦和 埼玉県立越谷東 群馬県立西邑楽 神奈川県立横浜修悠館 横須賀

鈴木　翔大 本間　太海 伊藤　翔紀 山﨑　泰知 大戸　隆一 石川　椋太 齋藤　稜太 片山　浩太 宇佐美　皐太
伊藤　昂輝 小西　元哉 田中　大貴 山根　大樹 舘　旺成 井野口　歩輝 髙澤　翔哉 押田　瞬 高沢　空都
渡邉　森人 滝口　貴一 染谷　光輝 岩野　航太 生方　悠太 木佐貫　勇弥 近藤　宇宙 関　胤哉 清水　裕士郎
和田　龍人 八木　慧 水田　雄眞 髙木　勇人 シャッジャド　渉 崇原　匠 飯塚　海斗 板橋　瑞樹 多田　哲平
1分41秒679 1分42秒799 1分46秒741 1分48秒545 1分49秒027 1分49秒491 1分49秒516 1分49秒570 1分50秒338

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 栃木県立佐野東 埼玉県立越谷東 群馬県立西邑楽 群馬県立館林商工 埼玉県立越谷東 埼玉県立浦和
鈴木　涼太 山中　悠平 長澤　快門 本田　哲平 吉岡　樹哉 仲田　翼 大濵　康平 井上　宏樹 渡辺　晃太郎
2分06秒351 2分10秒552 2分14秒933 2分16秒343 2分16秒447 2分19秒485 2分21秒608 2分22秒824 2分26秒317

千葉県立小見川 神奈川県立横浜修悠館 横須賀 埼玉県立浦和 千葉県立佐倉 千葉県立佐倉 山梨県立富士河口湖 武南 神奈川県立横浜修悠館 横須賀 神奈川県立横浜修悠館 横須賀

本田　哲平 紺野　龍次 仲田　翼 山中　悠平 大塚　健太 松島　悠人 井上　宏樹 宮内　陸 吉岡　樹哉
杉嶋　鉄也 鬼澤　省伍 佐藤　拓馬 渡辺　晃太郎 田村　陸 福地　唯史 宮島　優太 石川　駿 大内　健吾
2分12秒194 2分13秒387 2分13秒498 2分13秒608 2分13秒902 2分14秒439 2分15秒458 2分19秒254 2分21秒596

千葉県立佐倉 茨城県立那珂湊 山梨県立富士河口湖 神奈川県立横浜修悠館 横須賀 群馬県立館林商工 埼玉県立浦和 神奈川県立横浜修悠館 横須賀 栃木県立小山南 千葉県立佐倉
本田　哲平 大塚　健太 松島　悠人 木原　周平 秋山　竜哉 鬼澤　省伍 千葉　耀斗 笠原　楓
吉岡　樹哉 田村　陸 福地　唯史 石川　駿 大橋　一樹 石﨑　楓馬 田中　翔登 中林　優太
大内　健吾 小堀　宙夢 三瓶　宙 宮内　陸 内田　雄貴 藤澤　岳 小澤　草太 岩瀬　祐人
杉嶋　鉄也 岡田　笙汰 小川　隼平 鈴木　遥斗 新井　柾人 紺野　龍次 宮﨑　元気 江原　貴史
1分58秒528 1分59秒315 2分00秒162 2分08秒072 2分11秒604 2分14秒307 2分15秒345 2分16秒123

千葉県立佐倉 群馬県立館林商工 埼玉県立浦和 栃木県立小山南 さいたま市立大宮北 茨城県立那珂湊 栃木県立小山南 群馬県立前橋南
諏訪　智美 都築　千空姫 髙野　真緒 細貝　美菜子 柳堀　あいり 西村　カロリナ 髙橋　星菜 勝俣　優那 眞田　友紀乃
2分14秒425 2分16秒906 2分17秒641 2分20秒105 2分20秒471 2分21秒451 2分23秒461 2分25秒429 2分26秒429

千葉県立小見川 富士学苑 千葉県立小見川 群馬県立前橋南 千葉県立小見川 群馬県立西邑楽 千葉県立小見川 山梨県立富士河口湖 山梨県立富士河口湖

柳堀　あいり 髙橋　星菜 勝俣　優那 西村　カロリナ 山下　萌 大阪　心笑 吹澤　美憂 安　ひかる 干川　奈々
諏訪　智美 髙野　真緒 眞田　友紀乃 川田　愛里 古﨑　未来 齋藤　愁 中村　真弥 澤畠　琴音 石田　菜穂美
2分05秒988 2分09秒503 2分11秒681 2分12秒498 2分13秒584 2分18秒534 2分18秒906 2分21秒122 2分21秒298

千葉県立小見川 千葉県立小見川 山梨県立富士河口湖 群馬県立西邑楽 千葉県立佐倉 群馬県立西邑楽 栃木県立小山南 茨城県立那珂湊 群馬県立前橋東
柳堀　あいり 西村　カロリナ 山下　萌 干川　奈々 齋藤　綾花 山田　夏菜子 森　友歌里 勝俣　優那 中生　美央
諏訪　智美 川田　愛里 古﨑　未来 石田　菜穂美 林　ゆりか 蓬田　佳琳 伊藤　栄花 眞田　友紀乃 日笠山　葵
髙野　真緒 大阪　心笑 丸田　紗羽 布施　彩音 松井　寧々 柴崎　知佳 阿部　早由里 渡邊　愛美 小田　歩佳
髙橋　星菜 齋藤　愁 竹間　晴香 山口　真依 茂木　咲乃 渡邉　彩希 渡部　千尋 小林　このみ 長谷川　綾香
1分53秒966 2分01秒648 2分03秒069 2分05秒570 2分06秒201 2分07秒933 2分08秒089 2分09秒047 2分14秒955

千葉県立小見川 群馬県立西邑楽 千葉県立佐倉 群馬県立前橋東 群馬県立前橋南 さいたま市立大宮北 埼玉県立越谷東 山梨県立富士河口湖 さいたま市立大宮北
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位
中山　樹 樋川　舜 宮田　翔馬 中村　建斗 河西　知尚 髙橋　良輔 深澤　圭 小林　祥也 榊間　拓海

1分24秒620 1分33秒686 1分34秒312 1分35秒387 1分36秒559 1分38秒789 1分39秒651 1分40秒249 1分41秒461
山梨県立身延 山梨県立身延 神奈川県立山北 山梨県立身延 山梨県立身延 神奈川県立山北 山梨県立身延 山梨県立身延 山梨県立身延

カヌースプリント競技　学校対抗
1 1位 2位 3位

山梨県立富士河口湖 千葉県立佐倉 神奈川県立横浜修悠館 横須賀

54点 36点 34点
2 1位 2位 3位

千葉県立小見川 群馬県立西邑楽 千葉県立佐倉
43点 18点 10点
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