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愛知県みよし市

三好池カヌー競技場

種目 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 第十位 第十一位

選手名 後町　瑛斗 坂上　悠基 深谷　京太郎 廣瀬　　湧 河本　悠汰 玉越　穂貴 長﨑　遥大 平岩　祐人 山本　大凱

タイム みよし市立北中学校 みよし市立北中学校 みよし市立南中学校 みよし市立南中学校 みよし市立北中学校 みよし市立南中学校 みよし市立南中学校 みよし市立北中学校 みよし市立北中学校

所 属 2’13"92 2’17"00 2’17"58 2’18"98 2’26"16 2’26"35 2’38"33 2’40"14 2’43"80

選手名 金子　央昌 棟方　　蓮 鵜川　諒大 藤田　光希 加藤　優作 加藤　颯人 安藤　広人 筒治　歩夢 鬼頭　晃平

タイム みよし市立北中学校 みよし市立南中学校 みよし市立北中学校 みよし市立南中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立南中学校 岡崎市立新香山中学校 みよし市立三好中学校

所 属 2’45"21 2’46"71 2’49"12 2’52"15 3’04"28 3’26"93 3’29"77 3’31"43

選手名 坂口　未空 荒井　悠那 川野　抄弥 鈴木　ひろみ 森　　由香 山田　杏実 芋野　心温 石黒　実夢 橋本　寧々 八嶋　杏那 近藤　優衣

タイム みよし市立北中学校 岡崎市立新香山中学校 みよし市立北中学校 岡崎市立新香山中学校 みよし市立三好中学校 岡崎市立新香山中学校 みよし市立北中学校 岡崎市立新香山中学校 みよし市立北中学校 みよし市立北中学校 みよし市立南中学校

所 属 2’31"72 2’47"54 2’55"18 2’56"50 3’00"04 3’06"20 3’19"58 3’19"93 3’20"30 3’21"36 3’27"30

選手名 後町　瑛斗・坂上　悠基 深谷　京太郎・廣瀬　　湧 栗田　海青・市川　雄都 玉越　穂貴・長﨑　遥大 河本　悠汰・山本　大凱 森野　泰成・市川　龍之介 柘植　大輔・小杉　謙心 加藤　悠真・壁谷　拓海 平岩　祐人・石原　和志

タイム みよし市立北中学校 みよし市立南中学校 岡崎市立新香山中学校 みよし市立南中学校 みよし市立北中学校 岡崎市立新香山中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立北中学校

所 属 1’59"30 2’03"95 2’06"83 2’09"69 2’10"31 2’18"09 2’21"87 2’22"98 2’24"44

選手名 金子　央昌・鵜川　諒大 山本　大・井原　崚汰 加藤　優作・鬼頭　晃平 棟方　　蓮・安藤　広人 松下　翔太郎・加藤　颯人 深田　優成・山田　裕貴 藤田　光希・天野　水翔 中山　竜一・山口　大貴 ・

タイム みよし市立北中学校 岡崎市立新香山中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立南中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立北中学校 みよし市立南中学校 岡崎市立新香山中学校

所 属 2’24"24 2’29"63 2’39"47 2’39"97 2’47"11 2’51"57 3’02"35 3’16"03

選手名 緒方　ゆな・澤田　智花 坂口　未空・川野　抄弥 後藤　あいみ・森　朱里 鈴木　彩音・中村　心咲 森　　由香・柘植　彩加 近藤　優衣・出永　菜々美 田上　ひまり・山田　彩巴 内山　あみ・畑野　真那 ・

タイム 岡崎市立新香山中学校 みよし市立北中学校 岡崎市立新香山中学校 岡崎市立新香山中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立南中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立南中学校

所 属 2’24"90 2’25"77 2’26"45 2’31"64 2’52"76 3’02"67 3’21"89 3’28"32

後町　瑛斗・坂上　悠基 深谷　京太郎・廣瀬　　湧 市川　雄都・有馬　司惺 平岩　祐人・石原　和志 市川　龍之介・天野　仁 加藤　悠真・壁谷　拓海 杉山　幸輝・杉山　大晴 沼田　凌空・清水　アキラ 野﨑　雄成・小川　心太郎

河本　悠汰・山本　大凱 玉越　穂貴・長﨑　遥大 水野　航・栗田　海青 角谷　新乃介・遠藤　雅人 水野　快音・森野　泰成 柘植　大誠・牛田　陽翔 伊藤　颯太・加藤　優太 田中　虹輝・籔下　晃大 平子　亮介・平位　悠人

タイム みよし市立北中学校 みよし市立南中学校 岡崎市立新香山中学校 みよし市立北中学校 岡崎市立新香山中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立南中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立北中学校

所 属 1’58"06 1’58"19 2’11"98 2’20"17 2’20"42 2’24"15 2’27"07 2’40"35 2’49"84

浦垣　妃麗・鈴木　彩耶 恩田　珠央・鈴木　彩音 石川　沙羅・後藤　あいみ 森　　由香・柘植　彩加 近藤　優衣・出永　菜々美 高橋　楓可・門谷　ほのか ・ ・ ・

緒方　ゆな・澤田　智花 中村　心咲・久門　莉子 森　朱里・小久保　花楓 山岡　夏子・石倉　加奈 内山　あみ・畑野　真那 豊冨　心音・加藤　妃麗 ・ ・ ・

タイム 岡崎市立新香山中学校 岡崎市立新香山中学校 岡崎市立新香山中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立南中学校 みよし市立南中学校

所 属 2’06"78 2’14"69 2’15"11 2’49"06 2’51"86 3’51"50

選手名 深谷　京太郎 杉山　幸輝 廣瀬　　湧 玉越　穂貴 仁科　翼

タイム みよし市立南中学校 みよし市立南中学校 みよし市立南中学校 みよし市立南中学校 みよし市立南中学校

所 属 1’47"97 1’51"51 1’51"99 1’54"45 2’07"54

選手名 近藤　優衣 出永　菜々美 内山　あみ

タイム みよし市立南中学校 みよし市立南中学校 みよし市立南中学校

所 属 2’24"04 2’25"17 2’42"94

得点 36点 23点 11点 5点

得点 28点 12点 4点 1点 競 技 委 員 会 委 員 長 審 判 部 長

得点 48点 39点 24点 9点
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第24回愛知県中学校カヌー大会新人戦

みよし市立南中学校みよし市立三好中学校

みよし市立北中学校 みよし市立南中学校 みよし市立三好中学校

K-1

C-1

みよし市立北中学校

K-2

K-4

WK-1

WK-2

C-2

岡崎市立新香山中学校

男子
スラローム

男女総合
学校名

学校名
男子総合

女子総合

女子
スラローム

選手名
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岡崎市立新香山中学校 みよし市立三好中学校 羽根田邦彦みよし市立南中学校

WK-4

学校名 岡崎市立新香山中学校 みよし市立北中学校


