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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

選手名 井上 暉央 村田 康紀 名倉 光晟 内田 海斗 本間 誠 新海 芳浩 木村 翔也 石本 天真 甚内 剣

所属 香川県カヌー協会 立命館大学体育会カヌー部 立命館大学体育会カヌー部 鹿屋体育大学 四日市カヌークラブ 三好Athlete Support 大正大学碧水会カヌー部 福井工業大学 福井工業大学

タイム 1’47"05 1’49"43 1’50"02 1’50"29 1’50"56 1’51"74 1’54"30 1’54"61 1’54"84

選手名 綿 幹弘 櫻井 勇志 近藤 許仁 佐藤 博幸 品田 修佑 矢野 純基 中島 扶 上木 透 河野 佑次郎

所属 立命館大学体育会カヌー部 大正大学碧水会カヌー部 豊西会 鹿屋体育大学 日本体育大学 FTC 福井工業大学 日本体育大学 福井工業大学

タイム 2’00"36 2’00"68 2’00"94 2’01"43 2’06"19 2’06"37 2’06"60 2’07"98 2’08"26

選手名 西山 史扇 宮嶋 愛 宮嶋 里沙 山本 結花 溝口 朋美 川村 珠乃 ペトラン ファンニ

所属 和歌山県教育庁 大正大学碧水会カヌー部 大正大学碧水会カヌー部 四日市カヌークラブ 鹿屋体育大学 山梨県選抜 福井工業大学附属福井高等学校

タイム 2’02"11 2’03"91 2’04"37 2’09"53 2’10"81 2’30"34

選手名 福井 琢斗 松代 龍治 廣瀬 凱 酒井 悠弦 池野 匠海 惣司 悠太 多田良 樹生 天野 魁斗 松﨑 巧汰

所属 三好カヌークラブ 南山高等学校 三好カヌークラブ 兵庫県カヌー協会 滋賀県立八幡商業高等学校 大津高校 山梨県選抜 名鉄学園杜若高校 川根高校

タイム 1’46"99 1’48"17 1’50"52 1’52"60 1’54"26 1’56"61 1’57"32 1’57"61 1’58"84

選手名 津谷 恭汰 森 陽紀 伊地田 悠二 仲田 翼 秋山 竜星 梅村 昂生 平井 兵馬 竹内 滉基 篠田 朋樹

所属 三好カヌークラブ 名鉄学園杜若高校 愛知県立三好高等学校 山梨県選抜 名鉄学園杜若高校 名鉄学園杜若高校 富山県立水橋高等学校 四日市カヌークラブ 三好カヌークラブ

タイム 2’00"51 2’00"87 2’01"07 2’04"63 2’05"48 2’05"65 2’06"98 2’07"84 2’13"15

選手名 礒部 芽生 後町 優帆 近藤 奈生 今村 涼音 城戸 千夏 小県 銀河 坂口 誓 坂口 未空 山越 なな帆

所属 名鉄学園杜若高校 三好カヌークラブ 岡崎カヌークラブ 岡崎カヌークラブ 名鉄学園杜若高校 名鉄学園杜若高校 愛知県立三好高等学校 みよし市立北中学校 大津高校

タイム 2’04"54 2’06"89 2’07"07 2’07"34 2’12"26 2’12"63 2’14"21 2’14"41 2’15"65

選手名 日沖 悠 山本 真由子 小杉 花 藤山 真衣 所 歩香 安江 咲 礒本 えなみ

所属 四日市カヌークラブ 愛知県立三好高等学校 八日市南高校 名鉄学園杜若高校 茨城県カヌー協会 岐阜県カヌー協会 福井工業大学

タイム 2’28"97 2’38"85 2’56"36 3’03"60 3’28"91

選手名 福井 琢斗・中島 輝 田村 充・本間 洋樹 瀬下 恭平・廣瀬 凱 福沢 昇生・池野 匠海 森 政貴・村田 康紀 石本 天真・前川 郁渡 西村 拓哉・名倉 光晟 大前 廉・手金 陸 中野 雄太・山本 宇紀彦

所属 三好カヌークラブ 豊田市消防本部・福井県立金津高等学校 三好カヌークラブ 滋賀県立八幡商業高等学校 豊西会・立命館大学体育会カヌー部 福井工業大学 日本体育大学・立命館大学体育会カヌー部 兵庫県カヌー協会 福井工業大学

タイム 1’40"75 1’42"37 1’43"88 1’45"79 1’45"98 1’48"35 1’48"78 1’50"78 1’51"85

選手名 津谷 恭汰・篠田 朋樹 秋山 竜星・森 陽紀 河野 佑次郎・中島 扶 竹内 滉基・太田 光多朗 出口 尚巳・中野 貴文 藤嶋 孝太・大山 温也 那須 裕次郎・舩本 佑哉 石﨑 楓馬・和田 拓真 濱井 功平・中村 友哉

所属 三好カヌークラブ 名鉄学園杜若高校 福井工業大学 四日市カヌークラブ 八日市南高校 豊西会 田辺カヌースプリントクラブ 茨城県カヌー協会 川根高校

タイム 1’55"95 1’56"60 2’01"35 2’01"62 2’07"68 2’08"49 2’11"97 2’13"72 2’17"54

選手名 礒部 芽生・礒部 理生 近藤 奈生・今村 涼音 後町 優帆・小杉 梨夏 山越 なな帆・上田 菜月 加藤 瑞稀・坂口 誓 笹岡 晏奈・波多野 瞳 小県 銀河・新宅 萌 笠原 蓮内・片谷 茉那 伊藤 栄花・富山 汐音

所属 名鉄学園杜若高校 岡崎カヌークラブ 三好カヌークラブ 大津高校 愛知県立三好高等学校 福井県立金津高等学校 名鉄学園杜若高校 愛知県立三好高等学校 行幸湖カヌークラブ

タイム 1’58"59 1’59"63 2’00"51 2’05"94 2’06"64 2’06"85 2’07"12 2’09"68 2’10"95

競 技 委 員 会 委 員 長 審 判 部 長

System by Japan haru canoe

2018 Spring Sprint Canoe Competition
2018年スプリングスプリント
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