
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 中岡　誠琉 眞木　俊貴 佐野　暁亮 菊地　修平 酒井　海倫 松本　昂大 佐藤　岳眞 青井　隆稀 宮脇　光嶺

タイム 02:00.844 02:04.578 02:04.592 02:05.191 02:06.310 02:06.414 02:07.289 02:07.520 02:08.380

所　属 ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 河北中学校 勝山中学校ｶﾇｰ部 府中湖選抜 上市中学校ﾚｰｼﾝｸﾞｶﾇｰ部 府中湖選抜 西川中学校 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

選手名 中岡　誠琉・小林　生歩 荒木　遥貴・眞木　俊貴 河野　賢晃・河野　文晃 佐藤　岳眞・奥山　昊己 菊地　修平・松本　昂大 辻　琉河・青井　隆稀 河村　大樹・兒島　生知 宮脇　光嶺・藤吉　孝太郎 中津川　愛翔・三野　晟矢

タイム 01:51.014 01:51.993 01:52.424 01:52.550 01:52.638 01:54.702 01:58.232 01:59.598 02:06.613

所　属 ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 河北中学校 新香山中学校 西川中学校 府中湖選抜 ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 邑智中学校 みよし市ｶﾇｰ協会 府中湖選抜

選手名 荒木　遥貴・眞木　俊貴 河野　賢晃・河野　文晃 萩中　壱星・藤縄　輔玖 置名　斗空・河村　大樹 土出　瞳吾・田村　淳希 小田　朔至・才田　優 三野　晟矢・堀　惺琉 西畑　澪・山中　俊輔 渡辺　洋介・青木　悠生

選手名 上村　光輝・今野　翔真 塩谷　翼・ベッリーノ石川　琉羽 酒井　海倫・武田　脩希 兒島　生知・奥野　龍虎 安達　涼真・豊浦　大瑚 平　武流・仲野　粋 内田　光星・河合　佑哉 若月　想・渡邉　心 安斎　煌生・安斎　勇真

タイム 01:43.747 01:45.556 01:46.977 01:46.998 01:48.673 01:49.599 01:51.261 01:51.477 01:52.076

所　属 河北中学校 新香山中学校 上市中学校ﾚｰｼﾝｸﾞｶﾇｰ部 邑智中学校 久美浜中学校 京都きっずｶﾇｰﾁｰﾑ 府中湖選抜 勝山中学校ｶﾇｰ部 福島県ｶﾇｰ協会

選手名 若宮　駿士 仲沢　和 平松　大輝 谷地　太陽 眞石　有大 伊藤　直大 峯　佳生 山口　陽叶

タイム 02:25.685 02:29.592 02:30.340 02:30.959 02:31.762 02:31.983 02:36.875 02:37.337

所　属 新香山中学校 勝山中学校ｶﾇｰ部 新香山中学校 田辺ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ 河北中学校 西川中学校 佐賀県ｶﾇｰ協会 野母崎中学校ｶﾇｰ部

選手名 馬淵　嘉人・仲沢　和 今井　神月・眞石　有大 近藤　翔也・平松　大輝 鬼頭　壮汰・木村　颯太 山口　陽叶・池田　陸人 日高　翔斗・中野　敬介 仲井　勇人・芋野　佑

タイム 02:17.633 02:20.986 02:21.316 02:23.925 02:25.963 02:32.172 02:41.529

所　属 勝山中学校ｶﾇｰ部 河北中学校 新香山中学校 みよし市ｶﾇｰ協会 野母崎中学校ｶﾇｰ部 宮崎ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ みよし市ｶﾇｰ協会

選手名 神田　仁湖 村橋　穂香 岩井　瑞希 鈴木　紅葉 成瀬　あかり 稲永　美咲 杉本　深覚 川野　円子 入嶋　遥愛

タイム 02:14.451 02:16.717 02:18.116 02:19.118 02:19.415 02:24.256 02:25.183 02:25.612 02:26.497

所　属 ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 宮崎ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 武庫川女子大学附属中学校 西川中学校 新香山中学校 小見川中学校 武庫川女子大学附属中学校 宮崎ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 佐賀県ｶﾇｰ協会

選手名 神田　仁湖・桐畑　志帆 鈴木　紅葉・佐藤　和佳 岩井　瑞希・杉本　深覚 前田　芽依・成瀬　あかり 山本　椛・山本　椿 齋藤　千奈・牛田　歩花 高野　想子・大久保　綾音 鈴木　亜椰・松尾　夏帆子

タイム 02:05.624 02:09.775 02:09.958 02:13.735 02:18.337 02:18.590 02:18.698 02:23.130

所　属 ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 西川中学校 武庫川女子大学附属中学校 新香山中学校 B&G江田島海洋ｸﾗﾌﾞ みよし市ｶﾇｰ協会 小松ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ ECKT

選手名 芦埜　友彩・佐藤　ひより 浅香　あい・前田　芽依 岩井　瑞希・庄治　伶 鈴木　紅葉・荒木　一楽 工藤　妃奈・後藤　茜寧 齋藤　千奈・牛田　歩花 高野　想子・湊　麻琴 加藤　奈津希・柘植　美弥 豊田　葵・若瀬　茉彩

選手名 五十嵐　優華・須藤　咲 栗田　萌衣・成瀬　あかり 有本　輝・杉本　深覚 土田　琳子・佐藤　和佳 布川　桃加・斎藤　夏帆 近藤　春奈・岡村　優那 馬場　春花・大久保　綾音 原田　莉緒・藤本　絢音 木下　莉央・松井　琴音

タイム 01:58.458 01:58.782 02:02.033 02:02.676 02:03.546 02:06.741 02:07.966 02:19.536 02:20.253

所　属 河北中学校 新香山中学校 武庫川女子大学附属中学校 西川中学校 河北中学校 みよし市ｶﾇｰ協会 小松ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ みよし市ｶﾇｰ協会 上市中学校ﾚｰｼﾝｸﾞｶﾇｰ部

選手名 荒木　彩

タイム 02:56.696

所　属 小松ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ
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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 國枝　直紘 長谷川　唯月 中西　空慶 植木　善大 長洲　拓実 有我　太志 新田　美梛杜

タイム 01:12.286 01:14.501 01:17.460 01:20.300 01:20.558 01:20.589 01:21.369 01:22.008

所　属 みよし市ｶﾇｰ協会 岐阜県ｶﾇｰ協会 岐阜県ｶﾇｰ協会 Teamｱｸｾﾌﾟﾄ 伊佐ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 佐倉市ｶﾇｰ協会 中津川ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 東浦和中学校

選手名 遠藤　千春 泊　菜々美 児島　晴子 中西　水紅 井口　花恋 河端　風花

タイム 01:22.248 01:23.193 01:24.240 01:24.475 01:25.635 01:26.765

所　属 浦安市ｶﾇｰ協会 Teamｱｸｾﾌﾟﾄ 伊佐ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ Teamｱｸｾﾌﾟﾄ 岐阜県ｶﾇｰ協会 藤沢ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

選手名 相原　舜 藤永　青空 山本　悠太 竹田　周平 中野　晴太 島村　金太郎 有我　太志 鈴木　悠斗 上野　有象

タイム 02:06.358 02:13.546 02:18.830 02:19.767 02:22.467 02:23.046 02:24.184 02:26.556 02:29.790

所　属 ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 佐賀県ｶﾇｰ協会 倉吉市関金海洋ｾﾝﾀｰｲﾙｶｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 福岡県ｶﾇｰ協会 宮崎ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 福島県ｶﾇｰ協会 中津川ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 河北中学校 ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ

選手名 日高　颯介 小川　勝士 河口　結 寺崎　大智 滝吉　琉泉

タイム 02:53.722 02:59.169 03:04.416 05:13.112 05:49.926

所　属 宮崎ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ Lake Biwa Canoe Club 大淀中学校 佐賀県ｶﾇｰ協会 白神ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ/東目屋中学校

選手名 田村　淳希 足立　雄亮 安斎　勇真 堅田　一成 深川　善至 林　将伍 植木　善大 三野　晟矢 青木　悠生

タイム 02:02.346 02:03.427 02:03.938 02:04.246 02:04.730 02:05.431 02:05.493 02:06.484 02:10.580

所　属 久美浜中学校 みよし市ｶﾇｰ協会 福島県ｶﾇｰ協会 明徳義塾中学･高等学校 福岡県ｶﾇｰ協会 小見川中学校 伊佐ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 府中湖選抜 福島県ｶﾇｰ協会

選手名 峯　佳生 平松　大輝 伊藤　直大 馬淵　嘉人 日高　翔斗 木村　颯太 仲井　勇人 中野　敬介 内野　煌士

タイム 02:22.048 02:23.331 02:23.823 02:32.528 02:33.249 02:36.802 02:41.070 02:42.685 02:43.336

所　属 佐賀県ｶﾇｰ協会 新香山中学校 西川中学校 勝山中学校ｶﾇｰ部 宮崎ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ みよし市ｶﾇｰ協会 みよし市ｶﾇｰ協会 宮崎ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 野母崎中学校ｶﾇｰ部

選手名 花岡　ゆらら 西久保　稀娃羅 稲永　朋佳 佐藤　和佳 浦川　千穂 土田　琳子 山下　日彩 川本　円花 佐脇　瑠南

タイム 02:20.177 02:23.460 02:28.520 02:29.938 02:32.058 02:34.407 02:35.483 02:36.144 02:37.158

所　属 福岡県ｶﾇｰ協会 白峰中学校 小見川中学校 西川中学校 ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 西川中学校 白神ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ/東目屋中学校 鳥取ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄ ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ

選手名 神田　仁湖 入嶋　遥愛 杉本　深覚 佐藤　ひより 須藤　咲 泊　菜々美 五十嵐　優華 後藤　茜寧 前田　芽依

タイム 02:10.689 02:16.247 02:16.426 02:19.833 02:20.036 02:22.278 02:22.663 02:25.166 02:25.972

所　属 ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 佐賀県ｶﾇｰ協会 武庫川女子大学附属中学校 河北中学校 河北中学校 Teamｱｸｾﾌﾟﾄ 河北中学校 河北中学校 新香山中学校

競 技 委 員 長 審 判 部 長

田村　一樹 今本　博
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1年生女子
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K-1
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