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山梨県富士河口湖町精進湖

カヌー競技場

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

長洲　拓実 植木　善大 深川　善至 仲　泰世 仲野　粋 齋藤　徹平 長谷川　唯月 林　将伍 西村　澄海

01:21.168 01:22.401 01:22.509 01:24.926 01:25.561 01:25.587 01:25.839 01:25.861 01:26.142

佐倉市カヌー協会 伊佐カヌークラブ だいぶカヌークラブ 京都きっずカヌークラブ 京都きっずカヌークラブ 相模原市カヌー協会 美濃加茂市カヌー協会 B&G香取市小見川海洋クラブ 倉吉市関金イルカ･カヌークラブ

内竹　悠登 池田　航琉 高原　崚歩 江原　拓 佐藤　駿也 西村　知浩 西久保　琉成 青井　隆稀 山内　奏

01:16.494 01:16.957 01:19.330 01:19.562 01:19.980 01:20.331 01:21.054 01:21.400 01:22.097

だいぶカヌークラブ この指とまれ☆NAWMAN'S オーパルカヌーチーム 倉吉市関金イルカ･カヌークラブ この指とまれ☆NAWMAN'S オーパルカヌーチーム 坂出市立府中小学校 オーパルカヌーチーム みよし市カヌー協会Teamアクセプト

髙瀬　藍斗 谷相　虎 野村　洋平 七五三　篤 菊地　修平 夘野　温人 中岡　誠琉 岡田　和樹 中岡　凛空

00:56.231 00:57.510 00:57.971 00:58.045 00:58.890 00:59.084 00:59.545 00:59.761 01:05.349

佐倉市カヌー協会 五台山カヌークラブ 久美浜ジュニアカヌーチーム B&G香取市小見川海洋クラブ 府中湖カヌークラブ オーパルカヌーチーム オーパルカヌーチーム 京都きっずカヌークラブ オーパルカヌーチーム

夘野　温人・中岡　誠琉 岡田　和樹・古井　暉平 野村　洋平・磯田　英輔 畑　潤喜・髙瀬　藍斗 高原　崚歩・青井　隆稀 中岡　凛空・前田　瑞季 西久保　琉成・内田　空良 石田　七色・仲田　太陽 上野　文象・辻　琉河

00:53.601 00:55.447 00:56.452 00:57.031 00:58.391 00:59.256 00:59.348 01:00.791 01:01.070

オーパルカヌーチーム 京都きっずカヌークラブ 久美浜ジュニアカヌーチーム 佐倉市カヌー協会 オーパルカヌーチーム オーパルカヌーチーム 坂出市立府中小学校 上九一色カヌークラブ オーパルカヌーチーム

久保田　明羅 花岡　ゆらら 西久保　稀娃羅 泊　菜々美 川本　円花 佐藤　妃花瑠 小野澤　嶺 中村　紫乃 池田　望珠

01:24.969 01:26.263 01:26.601 01:26.738 01:29.951 01:30.482 01:31.277 01:33.942 01:35.332

伊佐カヌークラブ だいぶカヌークラブ 坂出市立府中小学校 みよし市カヌー協会Teamアクセプト 鳥取ジュニアレーシングカヌーチーム この指とまれ☆NAWMAN'S 相模原市カヌー協会 この指とまれ☆NAWMAN'S この指とまれ☆NAWMAN'S

長洲　百香 植木　春華 占部　美優 児島　晴子 来田　碧 髙木　千夏 河端　風花 池永　佳蓮 桜本　結愛

01:14.432 01:15.752 01:19.302 01:19.542 01:22.458 01:22.804 01:23.309 01:24.472 01:27.684

佐倉市カヌー協会 伊佐カヌークラブ だいぶカヌークラブ 伊佐カヌークラブ 坂出市立府中小学校 B&G香取市小見川海洋クラブ 藤沢フィールドスポーツクラブ 坂出市立府中小学校 二本松キッズカヌークラブ

野村　結稀 仲　香遥 深川　満那 川畑　茉央 山本　彩芽 平野　初佳 濱田　佳奈 タショロヴ　杏奈 中地　叶

00:59.687 01:01.217 01:02.578 01:03.047 01:03.055 01:04.066 01:06.277 01:07.069 01:08.433

久美浜ジュニアカヌーチーム 京都きっずカヌークラブ 早乙女湖カヌークラブ オーパルカヌーチーム 倉吉市関金イルカ･カヌークラブ 久美浜ジュニアカヌーチーム 久美浜ジュニアカヌーチーム 京都きっずカヌークラブ 久美浜ジュニアカヌーチーム

野村　結稀・平野　初佳 仲　香遥・タショロヴ　杏奈 植木　春華・児島　晴子 中地　叶・濱田　佳奈 深川　満那・晴柀　葵 川畑　茉央・渋谷　菜々 来田　碧・池永　佳蓮 山本　彩芽・小谷　まこ 土谷　美緒・池田　彩乃

00:56.425 00:57.132 00:59.980 01:00.462 01:03.872 01:04.078 01:05.987 01:06.327 01:10.470

久美浜ジュニアカヌーチーム 京都きっずカヌークラブ 伊佐カヌークラブ 久美浜ジュニアカヌーチーム 早乙女湖カヌークラブ オーパルカヌーチーム 坂出市立府中小学校 倉吉市関金イルカ･カヌークラブ 戸田ドルフィンカヌースポーツ少年団

髙瀬　藍斗 今川　亮汰 牧野　友哉 小澤　昇 山内　奏 岡部　遥希 山本　圭悟 須藤　謙一 畑　潤喜 植木　善大

01:05.62 01:08.22 01:10.18 01:13.25 01:13.41 01:15.41 01:17.29 01:17.55 01:19.04 01:21.02

佐倉市カヌー協会 MFCC/松戸市カヌー協会 みよし市カヌー協会Teamアクセプト 中部３０カヌークラブ みよし市カヌー協会Teamアクセプト 戸田ドルフィンカヌースポーツ少年団 MFCC/松戸市カヌー協会 岡山カヌークラブ京橋カヌースクール 佐倉市カヌー協会 伊佐カヌークラブ

長洲　百香 植木　春華 土谷　美緒 児島　晴子 池田　彩乃 小野澤　瞳 河端　風花 小野澤　嶺 堀　絢羽 泊　菜々美

1:03.33 1:11.75 1:19.73 1:22.15 1:23.53 1:24.41 1:24.74 1:26.24 1:26.63 1:26.96

佐倉市カヌー協会 伊佐カヌークラブ 戸田ドルフィンカヌースポーツ少年団 伊佐カヌークラブ 戸田ドルフィンカヌースポーツ少年団 相模原市カヌー協会 藤沢フィールドスポーツクラブ 相模原市カヌー協会 和知ジュニアカヌークラブ みよし市カヌー協会Teamアクセプト

競 技 委 員 長 審 判 部 長

平成29年度全国少年少女カヌー大会
成績一覧表

種目

植木　裕一郎保坂　善彦

男子フラット
スラローム

女子フラット
スラローム

男子カヤック
シングル

男子カヤック
ペア

女子カヤック
シングル

女子カヤック
ペア

男子小学4年生以下
普及艇

男子５・６年生
普及艇

女子小学4年生以下
普及艇

女子５・６年生
普及艇



NO BIB 氏　　　名 氏　名　カ　ナ 所　　　　属 発艇時間 決勝タイム 順位

10 29 髙瀬　藍斗 ﾀｶｾ ｱｲﾄ 佐倉市カヌー協会 11:59 01:05.62 1

9 38 今川　亮汰 ｲﾏｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ MFCC/松戸市カヌー協会 11:58 01:08.22 2

6 105 牧野　友哉 ﾏｷﾉ ﾄﾓﾔ みよし市カヌー協会Teamアクセプト 11:55 01:10.18 3

5 111 小澤　昇 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳ 中部３０カヌークラブ 11:54 01:13.25 4

7 104 山内　奏 ﾔﾏｳﾁ ｿｳ みよし市カヌー協会Teamアクセプト 11:56 01:13.41 5

8 16 岡部　遥希 ｵｶﾍﾞ ﾊﾙｷ 戸田ドルフィンカヌースポーツ少年団 11:57 01:15.41 6

4 39 山本　圭悟 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺﾞ MFCC/松戸市カヌー協会 11:53 01:17.29 7

1 179 須藤　謙一 ｽﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ 岡山カヌークラブ京橋カヌースクール 11:50 01:17.55 8

2 30 畑　潤喜 ﾊﾀ ﾐﾂｷ 佐倉市カヌー協会 11:51 01:19.04 9

3 203 植木　善大 ｳｴｷ ﾖｼﾏｻ 伊佐カヌークラブ 11:52 01:21.02 10

NO BIB 氏　　　名 氏　名　カ　ナ 所　　　　属 発艇時間 決勝タイム 順位

10 28 長洲　百香 ﾅｶﾞｽ ﾓﾓｶ 佐倉市カヌー協会 12:09 01:03.33 1

9 204 植木　春華 ｳｴｷ ﾊﾙｶ 伊佐カヌークラブ 12:08 01:11.75 2

7 17 土谷　美緒 ﾂﾁﾔ ﾐｵ 戸田ドルフィンカヌースポーツ少年団 12:06 01:19.73 3

6 205 児島　晴子 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｺ 伊佐カヌークラブ 12:05 01:22.15 4

1 18 池田　彩乃 ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾉ 戸田ドルフィンカヌースポーツ少年団 12:00 01:23.53 5

8 54 小野澤　瞳 ｵﾉｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 相模原市カヌー協会 12:07 01:24.41 6

3 43 河端　風花 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾌｳｶ 藤沢フィールドスポーツクラブ 12:02 01:24.74 7

2 56 小野澤　嶺 ｵﾉｻﾞﾜ ﾐﾈ 相模原市カヌー協会 12:01 01:26.24 8

5 165 堀　絢羽 ﾎﾘ ｱﾔﾊ 和知ジュニアカヌークラブ 12:04 01:26.63 9

4 108 泊　菜々美 ﾄﾏﾘ ﾅﾅﾐ みよし市カヌー協会Teamアクセプト 12:03 01:26.96 10

フラットスラローム男子　決勝リザルト

フラットスラローム女子　決勝リザルト

競技委員長 審判部長
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