
2022/5/1

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 酒井　悠弦 明石　寛幸 橋沼　新 近藤　燎 木村　翔也 佐々木　誠脩 谷口　慶 吉見　夏陽 宮永　翔平

所 属 関西学院大学 香川県カヌー協会 登米市体育協会 関西学院大学 岐阜県カヌー協会 日本体育大学 関西学院大学 みよしカヌーUNITE 茨城県カヌー協会

タイム 1’50"574 1’52"145 1’54"085 1’54"566 1’56"011 1’56"289 1’56"457 1’59"419 2’03"117

選手名 森　陽紀 小梶　孝行 井原　崚汰 阪本　直也 品田　修佑 大泉　凌 石原　起人 柴田　颯大 前田　拓海

所 属 日本体育大学 滋賀県カヌー協会 日本体育大学 田辺カヌースプリントクラブ 須崎市役所 龍谷大学 島根県立出雲農林高等学校 福井工業大学カヌー部 日本体育大学

タイム 2’03"503 2’04"218 2’05"206 2’07"329 2’07"664 2’09"005 2’09"008 2’09"964 2’10"306

選手名 多田羅　英花 宮嶋　愛 遠田　穂奈美 遠藤　帆夏 山下　友理子 大橋　愛 礒部　芽生 朱　昭衣 伊藤　栄花

所 属 香川県カヌー協会 人間環境大学職員 京セラ株式会社 オーパルオプテックスカヌーチーム あわら市カヌー協会 関東学院 大正大学 日本体育大学 行幸湖カヌークラブ

タイム 2’03"497 2’07"748 2’08"237 2’11"493 2’13"608 2’14"060 2’17"517 2’20"829 2’22"253

選手名 久保田　愛夏 本田　愛実 菅原　彩花 瀬並　早詠 川口 　咲季 馬場　ゆき 久保　美乃 柿本　笑里

所 属 岐阜県カヌー協会 武庫川女子大学 埼玉県カヌー協会 関西学院大学 関西学院大学 関西学院大学 福井県カヌー協会 東京女子体育大学

タイム 2’31"447 2’36"071 2’44"158 2’44"531 2’47"349 3’14"630 3’17"743 4’02"420

選手名 岩瀨　智哉 酒井　海倫 野田　陸斗 菱田　歩睦 大坪　凌久 清水　アキラ 杉本　七色 髙野　嶺 藤村　光貴

所 属 田辺カヌースプリントクラブ 富山北部高校 岐阜県カヌー協会 富山北部高校 岐阜県カヌー協会 愛知県立三好高等学校 上九一色カヌークラブ 八幡商業高校 富山北部高校

タイム 1’58"607 2’02"056 2’02"246 2’02"422 2’04"615 2’05"026 2’05"625 2’07"318 2’08"629

選手名 濵本　子龍 齋藤　大豪 稲葉　悠人 西田　喜陽 大畑　盤里 中山　直大 漆谷　海里 若宮　駿士 白土　龍輝

所 属 田辺カヌースプリントクラブ 愛知県立三好高等学校 名鉄学園杜若高等学校 香川県立高瀬高等学校 富山北部高校 田辺カヌースプリントクラブ 島根県立出雲農林高等学校 岡崎カヌークラブ 茨城県カヌー協会

タイム 2’06"894 2’10"592 2’12"433 2’17"472 2’17"770 2’18"037 2’18"216 2’19"294 2’19"815

選手名 小林　陽菜 成瀬　あかり 鈴木　彩音 深川　満那 岡村　優那 坂本　文芽 井原　結衣 渡辺　星空 桐畑　志帆

所 属 オーパルオプテックスカヌーチーム 岡崎カヌークラブ 岡崎カヌークラブ 富山北部高校 みよし市カヌー協会　みよしカヌークラブ 上九一色カヌークラブ 名鉄学園杜若高等学校 上九一色カヌークラブ 滋賀県立大津高等学校

タイム 2’12"139 2’18"199 2’18"486 2’19"563 2’26"451 2’26"896 2’27"269 2’28"342 2’45"111

選手名 亀井　玲利 段田　千尋 菊地　帆夏

所 属 滋賀県立大津高等学校 滋賀県立大津高等学校 愛知県立三好高等学校

タイム 2’53"023 3’16"874 3’36"230

選手名 酒井　悠弦・近藤　燎 橋沼　新・佐々木　誠脩 谷口　慶・酒井　遥青 秋山　真之輔・宮永　翔平 木村　翔也・鈴村　侑也 吉見　夏陽・原田　拓弥 森　政貴・山本　真揮 大坪　凌久・野田　陸斗 清水　アキラ・藤吉　孝太郎

所 属 関西学院大学 登米市体育協会・日本体育大学 関西学院大学 日本体育大学・茨城県カヌー協会 岐阜県カヌー協会・八百津ジュニアカヌークラブ みよしカヌーUNITE 豊西会・三好Athlete Support 岐阜県カヌー協会 愛知県立三好高等学校

タイム 1’42"874 1’45"037 1’48"027 1’52"999 1’55"783 1’56"059 1’57"261 1’59"627 2’04"028

選手名 前田　拓海・野口　瑠太郎 加藤　紀之介・大泉　凌 濵本　子龍・中山　直大 稲葉　悠人・釘宮　陽 阿部　蒼斗・巖谷　直音 大畑　盤里・松井　洸晟 成田　渡・橋本　和武 芋野　佑・木村　颯太 阪本　大智・依田　悠生

所 属 日本体育大学 福井工業大学カヌー部・龍谷大学 田辺カヌースプリントクラブ 名鉄学園杜若高等学校 名鉄学園杜若高等学校 富山北部高校 滋賀県立大津高等学校 みよし市カヌー協会　みよしカヌークラブ 滋賀県立大津高等学校

タイム 2’00"326 2’00"971 2’06"845 2’11"416 2’15"556 2’18"048 2’24"961 2’27"178 2’31"169

選手名 鈴木　彩音・成瀬　あかり 深川　満那・砂場　彩衣佳 鈴木　ひろみ・柳田　彩実 井原　結衣・小笠原　瑠茉 松本　未久・坂内　悠華 中塩　亜弥・伊藤　栄花 福永　まひろ・玉尾　和 吉村　空・橋本　菜那美 村上　遥香・桐畑　志帆

所 属 岡崎カヌークラブ 富山北部高校 名鉄学園杜若高等学校 名鉄学園杜若高等学校 田辺カヌースプリントクラブ 行幸湖カヌークラブ 八幡商業高校 福井県立金津高校 滋賀県立大津高等学校

タイム 2’09"206 2’12"998 2’17"469 2’18"079 2’20"491 2’22"582 2’22"981 2’25"749 2’31"405

選手名 川口 　咲季・瀬並　早詠 亀井　玲利・段田　千尋

所 属 関西学院大学 滋賀県立大津高等学校

タイム 2’36"273 3’03"934

競 技 委 員 会 委 員 長 審 判 部 長

塚本　直樹
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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 加藤　隆典

所 属 トヨタすまいるライフ株式会社

タイム 1’09"104

選手名 加治　良美

所 属 NTP名古屋トヨペット株式会社

タイム 00’56"806

競 技 委 員 会 委 員 長 審 判 部 長

 

塚本　直樹 田村　一樹
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2022 Spring Sprint Canoe Competition
第25回2022年スプリングスプリントカヌー競技大会
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