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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 藤嶋　大規 明石　寛幸 村田　康紀 名倉　光晟 水野　耀介 本間　誠 新海　芳浩 木村　翔也 高橋　克也

所属 山梨選抜 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 豊西会 四日市カヌークラブ 三好 Athlete Support 大正大学碧水会カヌー部 湘南カヌースポーツクラブ

タイム 1’48"01 1’48"80 1’51"95 1’52"46 1’53"00 1’54"59 1’56"40 1’57"52 2’04"82

選手名 水越　純介 橋本　将都 田口　幹朗 櫻井　勇志 綿　幹弘 佐藤　博幸 中島　扶 多田羅　光樹 笠原　巧貴

所属 岡崎市消防本部 ぼらＣ.Ｃ. 豊西会 大正大学碧水会カヌー部 立命館大学体育会カヌー部 鹿屋体育大学 福井工業大学 神戸大学体育会カヌー部 福井工業大学

タイム 2’01"52 2’01"89 2’02"45 2’05"46 2’05"71 2’07"63 2’09"25 2’10"02 2’13"14

選手名 大村　朱澄 山本　結花 宮嶋　愛 田村　京子 柴田　好美 溝口　朋美 田中　直美 柏谷　諒子 柘植　み奈

所属 城北信用金庫 同志社大学体育会カヌー部 大正大学碧水会カヌー部 三好 Athlete Support 東京女子体育大学 鹿屋体育大学 愛知県立三好高等学校 同志社大学体育会カヌー部 岐阜県カヌー協会

タイム 2’02"58 2’07"17 2’08"12 2’10"39 2’12"63 2’18"92 2’20"30 2’21"44 2’34"73

選手名 松代　龍治 福井　琢斗 内田　海斗 鈴木　翔大 伊藤　昂輝 渡邉　森人 迫田　寛之 寄神　昂太 水野　貴斗

所属 三好 Athlete Support 三好カヌークラブ 三好カヌークラブ 山梨選抜 山梨選抜 山梨選抜 八幡商業高等学校 名鉄学園杜若高等学校 三好カヌークラブ

タイム 1’53"85 1’55"12 1’57"65 1’57"84 1’59"59 2’00"69 2’01"84 2’02"51 2’07"08

選手名 津谷　恭汰 大山　温也 中村　尚平 恩田　遥希 彦山　正登 芝下　淳史 小寺　将矢 平井　兵馬 篠田　朋樹

所属 三好カヌークラブ 三好カヌークラブ 名鉄学園杜若高等学校 名鉄学園杜若高等学校 三好カヌークラブ 名鉄学園杜若高等学校 名鉄学園杜若高等学校 富山県立水橋高校 三好カヌークラブ

タイム 2’07"16 2’08"61 2’08"94 2’12"31 2’13"59 2’14"07 2’14"75 2’18"61 2’22"58

選手名 ペトラン　ファンニ 近藤　奈生 礒部　芽生 今村　涼音 都築　千空姫 後町　優帆 北川　千咲都 尾﨑　真衣 城戸　千夏

所属 福井工業大学 岡崎カヌークラブ 名鉄学園杜若高等学校 岡崎カヌークラブ 山梨選抜 三好カヌークラブ 大津高等学校 大津高等学校 名鉄学園杜若高等学校

タイム 2’07"93 2’15"95 2’18"43 2’19"55 2’19"74 2’20"80 2’22"50 2’24"15 2’28"11

選手名 内田　海斗・福井　琢斗 松代　龍治・新海　芳浩 西村　拓哉・名倉　光晟 迫田　寛之・角谷　文太 濱口　洋輔・山王　翼 森　政貴・水野　耀介 北川　幸汰・寄神　昂太 中野　雄太・川原　成弥 西村　啓吾・久保　湧太

所属 三好カヌークラブ 三好 Athlete Support 日本体育大学・立命館大学体育会カヌー部 八幡商業高等学校 四日市カヌークラブ 豊西会 名鉄学園杜若高等学校 福井工業大学 八幡商業高等学校

タイム 1’40"20 1’40"49 1’43"81 1’44"51 1’45"36 1’46"06 1’47"01 1’47"91 1’48"11

選手名 橋本　将都・新田　淳平 河野　佑次郎・中島　扶 恩田　遥希・小寺　将矢 大山　温也・彦山　正登 津谷　恭汰・篠田　朋樹 中野　裕太・谷岡　優 芝下　淳史・浅野　雅斗 福島　晴貴・平井　兵馬 山元　一樹・澤井　岳

所属 ぼらＣ.Ｃ. 福井工業大学 名鉄学園杜若高等学校 三好カヌークラブ 三好カヌークラブ 鳥取県カヌー協会 名鉄学園杜若高等学校 富山県立水橋高校 大津高等学校

タイム 1’55"66 1’57"28 1’57"53 1’58"95 2’00"61 2’01"92 2’06"68 2’07"38 2’17"26

選手名 近藤　奈生・今村　涼音 尾﨑　真衣・北川　千咲都 伊豆原　萌子・礒部　芽生 中尾　璃紅・城戸　千夏 服田　芽依・田中　直美 青木　七海・山越　なな帆 笠原　蓮内・片谷　茉那 光田　ちひろ・田村　夏希 本宿　澪・宍戸　美紀

所属 岡崎カヌークラブ 大津高等学校 名鉄学園杜若高等学校 名鉄学園杜若高等学校 愛知県立三好高等学校 大津高等学校 愛知県立三好高等学校 大津高等学校 湘南カヌースポーツクラブ

タイム 2’02"70 2’03"14 2’05"21 2’07"54 2’09"90 2’15"60 2’16"91 2’21"97 2’22"27

選手名 日沖　悠 菅原　彩花 山本　真由子 磯本　えなみ

所属 四日市カヌークラブ ＮＴＩＤ 愛知県立三好高等学校 福井工業大学

タイム 2’38"49 2’40"16 4’11"51

競 技 委 員 会 委 員 長 審 判 部 長

System by Japan haru canoe

2017 Spring Sprint Canoe Competition
2017年スプリングスプリント
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