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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 宮脇　光嶺 藤吉　孝太郎 足立　雄亮 河野　文晃 ベッリーノ 石川　琉羽 塩谷　翼 尾野藤　俊星 柘植　向陽 武田　邦裕

所 属 みよし市立北中学校 みよし市立三好中学校 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 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 みよし市立北中学校

タイム 2’11"81 2’14"15 2’19"47 2’21"90 2’23"02 2’23"66 2’38"11 2’38"75 2’44"09

選手名 若宮　駿士 平松　大輝 鬼頭　壮汰 近藤　翔也 木村　颯太 石川　照之 仲井　勇人 芋野　佑 馬淵　隆之介

所 属 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 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 みよし市立北中学校

タイム 2’27"97 2’32"05 2’37"48 2’39"52 2’50"37 3’00"64 3’10"01 3’28"01 3’45"14

選手名 成瀬　あかり 栗田　萌衣 前田　芽依 浅香　あい 泊　菜々美 牛田　歩花 齋藤　千奈 柏　ちひろ

所 属 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 岡崎市立新香山中学校 豊田市立若園中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立三好中学校

タイム 2’19"52 2’26"96 2’28"88 2’30"23 2’30"59 2’37"32 2’38"45 2’49"13

選手名 河野　文晃・河野　賢晃 宮脇　光嶺・足立　雄亮 ベッリーノ 石川　琉羽・塩谷　翼 光木　志・芋野　仁 加藤　圭弥・武田　邦裕 柘植　向陽・大道　翔太 竹谷　元汰・鈴木　玲央

所 属 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 みよし市立三好中学校 みよし市立三好中学校

タイム 1’59"00 2’04"90 2’06"32 2’26"18 2’29"80 2’33"03 2’38"59

選手名 近藤　翔也・平松　大輝 木村　颯太・仲井　勇人 若宮　駿士・石川　照之

所 属 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

タイム 2’32"79 2’44"19 2’46"71

選手名 成瀬　あかり・前田　芽依 浅香　あい・浦垣　永愛 栗田　萌衣・平野　杏奈 中西　水紅・泊　菜々美 岡村　優那・近藤　春奈 加藤　奈津希・原田　莉緒 牛田　歩花・齋藤　千奈 八嶋　芽衣・見上　いろは

所 属 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 東郷町立東郷中学校・豊田市立若園中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立北中学校 みよし市立三好中学校 みよし市立北中学校

タイム 2’18"98 2’23"31 2’23"83 2’24"46 2’25"47 2’33"35 2’38"63 2’53"82

ベッリーノ 石川　琉羽・河野　文晃 宮脇　光嶺・足立　雄亮 加藤　圭弥・武田　邦裕 山下　諒真・稲垣　煌人

塩谷　翼・河野　賢晃 光木　志・芋野　仁 桐畑　和真・有野　翔太 落畑　颯太・尾野藤　俊星

所 属 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 岡崎市立新香山中学校

タイム 1’59"51 2’14"27 2’30"57 3’13"22

浅香　あい・前田　芽依 加藤　奈津希・原田　莉緒 浦垣　永愛・淺枝　三結 横山　琳香・釘宮　輝

栗田　萌衣・成瀬　あかり 八嶋　芽衣・見上　いろは 小山　果倫・平野　杏奈 山崎　栞愛・木下　葉月

所 属 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

タイム 2’06"54 2’50"70 2’51"33 3’00"60

選手名 中西　空慶 山内　星 松原　慧

所 属 東郷町立東郷中学校 豊田市立若園中学校 西尾市立西尾中学校

タイム 1’06"99 1’13"01 1’33"14 2’06"54

選手名 泊　菜々美 中西　水紅

所 属 豊田市立若園中学校 東郷町立東郷中学校

タイム 1’11"02 1’16"58

点数 37点 27点 7点 0点

点数 36点 4点 1点 0点 競 技 委 員 会 委 員 長 審 判 部 長

点数 73点 31点 8点 0点
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