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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

末包　稀一郎 林　和磨 佐藤　匠真 土谷　俊太 長洲　敦嗣 高野　曜 竹内　陸 西澤　悠成 永野　元喜

01:22.028 01:23.341 01:23.978 01:24.361 01:26.402 01:26.764 01:27.149 01:27.819 01:28.241

府中湖ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ B&G香取市小見川海洋ｸﾗﾌﾞ 白神ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 戸田ﾄﾞﾙﾌｨﾝｶﾇｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 佐倉市ｶﾇｰ協会 小松ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ B&G香取市小見川海洋ｸﾗﾌﾞ 白神ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 伊佐ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ

國枝　直紘 長谷川　唯月 長洲　拓実 齋藤　徹平 川村　龍紅 植木　善大 青木　悠生 青木　聡生 竹田　周平

01:10.283 01:11.710 01:15.407 01:16.229 01:17.552 01:17.920 01:18.321 01:18.460 01:19.983

揖斐川町ｶﾇｰ協会 美濃加茂市ｶﾇｰ協会 佐倉市ｶﾇｰ協会 相模原市ｶﾇｰ協会 栃木県ｶﾇｰ協会 伊佐ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 二本松ｷｯｽﾞｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 二本松ｷｯｽﾞｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 福岡県ｶﾇｰ協会

山下　矩且 深川　善至 田村　淳希 豊浦　大瑚 塚本　陽 林　将伍 仲　泰世 仲野　粋 上田　一輝

00:51.736 00:56.141 00:56.945 00:58.516 00:59.488 00:59.821 01:00.174 01:02.891 01:05.740

小松ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 福岡県ｶﾇｰ協会 久美浜ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰﾁｰﾑ 久美浜ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰﾁｰﾑ 小松ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ B&G香取市小見川海洋ｸﾗﾌﾞ 京都きっずｶﾇｰﾁｰﾑ 京都きっずｶﾇｰﾁｰﾑ KCC

山下　矩且・塚本　陽 田村　淳希・豊浦　大瑚 仲　泰世・仲野　粋 西村　澄海・山本　悠太 青木　聡生・青木　悠生 植木　善大・山口　莉久 西村　与・上野　有象 安達　涼真・濱田　翔大 長洲　拓実・田中　隼介

00:51.333 00:53.027 00:54.196 00:58.758 00:59.739 01:00.178 01:00.382 01:00.577 01:03.216

小松ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 久美浜ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰﾁｰﾑ 京都きっずｶﾇｰﾁｰﾑ 倉吉市関金ｲﾙｶ･ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 二本松ｷｯｽﾞｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 伊佐ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 久美浜ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰﾁｰﾑ 佐倉市ｶﾇｰ協会

西久保　心寧 長谷川　心悠 小久保　妙海 岡部　紗和 新田　美蒼空 若宮　千紘 田中　羽音 末包　彩笑 清水　萌々子

01:26.151 01:27.092 01:29.987 01:30.249 01:30.495 01:31.947 01:32.379 01:32.463 01:39.989

府中湖ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 美濃加茂市ｶﾇｰ協会 二本松ｷｯｽﾞｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 戸田ﾄﾞﾙﾌｨﾝｶﾇｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 戸田ﾄﾞﾙﾌｨﾝｶﾇｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 府中湖ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 佐倉市ｶﾇｰ協会 府中湖ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 五台山ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ

久保田　明羅 泊　菜々美 花岡　ゆらら 佐藤　妃花瑠 西村　志織 中西　水紅 吉川　颯姫 小野澤　嶺 遠藤　千春

01:16.346 01:16.861 01:17.067 01:18.808 01:19.491 01:19.738 01:20.468 01:21.111 01:23.628

伊佐ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ みよし市ｶﾇｰ協会 Teamｱｸｾﾌﾟﾄ 福岡県ｶﾇｰ協会 長野県ｶﾇｰ協会 ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ みよし市ｶﾇｰ協会 Teamｱｸｾﾌﾟﾄ 浦安市ｶﾇｰ協会 相模原市ｶﾇｰ協会 浦安市ｶﾇｰ協会

神田　仁湖 山本　椛 杉本　深覚 向後　沙英 七五三　璃子 松尾　夏帆子 西久保　稀娃羅 芝　奈紬 井口　花恋

00:57.512 01:03.238 01:03.474 01:05.486 01:05.702 01:05.858 01:06.817 01:07.854 01:08.641

ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ B&G江田島海洋ｸﾗﾌﾞ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ武庫女 B&G香取市小見川海洋ｸﾗﾌﾞ B&G香取市小見川海洋ｸﾗﾌﾞ ECKT 府中湖ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 横須賀ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ

泊　菜々美・中西　水紅 神田　仁湖・高島　円香 本井　花歩・橘　夏実 清水　日南子・中澤　萌 稲永　朋佳・七五三　璃子 井口　花恋・西村　志織 岸川　心音・芝　奈紬 佐脇　杏南・佐脇　瑠南 久保田　明羅・鎌田　瑚子

00:58.259 01:00.284 01:01.426 01:02.990 01:03.696 01:05.028 01:06.844 01:07.129 01:09.273

みよし市ｶﾇｰ協会 Teamｱｸｾﾌﾟﾄ ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 京都きっずｶﾇｰﾁｰﾑ 五台山ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ B&G香取市小見川海洋ｸﾗﾌﾞ ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 横須賀ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 伊佐ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ

長谷川　唯月 國枝　直紘 齋藤　徹平 小澤　昇 田中　隼介 長洲　拓実 川村　龍紅 新田　美梛杜 山内　星 山下　矩且

01:13.20 01:17.52 01:18.32 01:18.91 01:19.41 01:21.76 01:24.49 01:25.77 01:26.25 01:33.05

美濃加茂市ｶﾇｰ協会 揖斐川町ｶﾇｰ協会 相模原市ｶﾇｰ協会 中部30ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 佐倉市ｶﾇｰ協会 佐倉市ｶﾇｰ協会 栃木県ｶﾇｰ協会 戸田ﾄﾞﾙﾌｨﾝｶﾇｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 みよし市ｶﾇｰ協会 Teamｱｸｾﾌﾟﾄ 小松ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ

小野澤　嶺 泊　菜々美 佐藤　妃花瑠 井口　花恋 末永　栞 吉川　颯姫 中西　水紅 松尾　夏帆子 遠藤　千春 久保田　明羅

01:19.11 01:23.14 01:23.15 01:25.40 01:25.52 01:25.82 01:26.66 01:31.95 01:32.45 01:33.21

相模原市ｶﾇｰ協会 みよし市ｶﾇｰ協会 Teamｱｸｾﾌﾟﾄ 長野県ｶﾇｰ協会 ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 揖斐川町ｶﾇｰ協会 浦安市ｶﾇｰ協会 みよし市ｶﾇｰ協会 Teamｱｸｾﾌﾟﾄ ECKT 浦安市ｶﾇｰ協会 伊佐ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ

競技委員長 審判部長

令和元年度全国少年少女カヌー大会
成績一覧表

種目

保坂　善彦河西　弘三

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


