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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

池田　紳一郎 山本　悠太 新田　美梛杜 島村　金太郎 上野　有象 成島　大朗 安斎　穣生 野澤　響希

01:25.574 01:26.849 01:26.954 01:28.030 01:28.284 01:28.355 01:29.115 01:31.486

戸田ﾄﾞﾙﾌｨﾝｶﾇｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 倉吉市関金ｲﾙｶ･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 二本松ｷｯｽﾞｶﾇｰｸﾗﾌﾞ ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 佐倉市ｶﾇｰ協会 二本松ｷｯｽﾞｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 上九一色ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ

青井　隆稀 宮脇　光嶺 深川　善至 長谷川　唯月 長洲　拓実 増川　壮 中西　空慶 山本　圭悟 遠藤　海之琉

01:15.029 01:16.342 01:18.312 01:19.156 01:20.282 01:20.948 01:23.002 01:24.231 01:24.645

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 だいぶｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 美濃加茂市ｶﾇｰ協会 佐倉市ｶﾇｰ協会 かみすｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ みよし市ｶﾇｰ協会Teamｱｸｾﾌﾟﾄ MFCC/松戸市ｶﾇｰ協会 湘南ｶﾇｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

中岡　誠琉 辻　琉河 菊地　修平 才田　優 酒井　海倫 荒木　遥貴 小田　朔至 平　武流 七五三　康平

00:51.864 00:55.681 00:56.126 00:57.874 00:59.027 00:59.407 01:01.472 01:01.765 01:08.823

ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 府中湖ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 京都きっずｶﾇｰﾁｰﾑ 早乙女湖ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 河北ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 京都きっずｶﾇｰﾁｰﾑ 京都きっずｶﾇｰﾁｰﾑ B&G香取市小見川海洋ｸﾗﾌﾞ

辻　琉河・中岡　誠琉 才田　優・小田　朔至 青井　隆稀・鈴木　隆太 藤縄　輔玖・酒井　海倫 平　武流・仲　泰世 宮脇　光嶺・中西　空慶 磯田　英輔・安田　快馬 七五三　康平・林　将伍 大石　陸斗・仲野　粋

00:50.868 00:55.710 00:57.070 00:57.261 00:57.463 00:58.176 00:59.562 01:01.432 01:06.249

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 ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 早乙女湖ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 京都きっずｶﾇｰﾁｰﾑ みよし市ｶﾇｰ協会Teamｱｸｾﾌﾟﾄ 久美浜ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰﾁｰﾑ 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

花岡　ゆらら 西久保　稀娃羅 小野澤　嶺 内竹　優奈 川本　円花 向後　沙英 中西　水紅 三上　寧子 橘　夏実

01:20.924 01:25.531 01:27.767 01:27.978 01:28.961 01:29.228 01:29.311 01:29.808 01:30.924

だいぶｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 府中小学校ｶﾇｰﾁｰﾑ 相模原市ｶﾇｰ協会 だいぶｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 鳥取ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｶﾇｰﾁｰﾑ B&G香取市小見川海洋ｸﾗﾌﾞ みよし市ｶﾇｰ協会Teamｱｸｾﾌﾟﾄ 白神ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 京都きっずｶﾇｰﾁｰﾑ

池永　佳蓮 河端　風花 泊　菜々美 小谷　まこ 湊　麻琴 大久保　綾音 桜本　結愛 高野　想子 川崎　汐織

01:17.810 01:20.626 01:22.189 01:22.505 01:24.518 01:25.531 01:25.815 01:26.784 01:26.866

府中小学校ｶﾇｰﾁｰﾑ 神奈川県ｶﾇｰ協会 みよし市ｶﾇｰ協会Teamｱｸｾﾌﾟﾄ 倉吉市関金ｲﾙｶ･ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ 二本松ｷｯｽﾞｶﾇｰｸﾗﾌﾞ かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ 戸田ﾄﾞﾙﾌｨﾝｶﾇｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

山地　瞳 稲永　美咲 山本　椿 堀　絢羽 桐畑　志帆 赤栩　実月 大野　愛実 山下　來心 末包　姫菜

01:01.250 01:03.529 01:06.477 01:07.026 01:08.279 01:10.044 01:10.948 01:11.299 01:11.373

府中湖ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ B&G香取市小見川海洋ｸﾗﾌﾞ B&G江田島海洋ｸﾗﾌﾞ 和知ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ 五台山ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 五台山ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 白神ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 府中湖ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ

山地　瞳・末包　姫菜 池永　佳蓮・西久保　稀娃羅 大野　愛実・赤栩　実月 山本　椛・山本　椿 桐畑　志帆・中津留　佳怜 大久保　綾音・湊　麻琴 高野　想子・馬場　春花 池田　文香・丹澤　実咲

01:00.353 01:01.309 01:04.887 01:05.908 01:06.812 01:07.078 01:07.362 01:11.509

府中湖ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 府中小学校ｶﾇｰﾁｰﾑ 五台山ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ B&G江田島海洋ｸﾗﾌﾞ ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽｶﾇｰﾁｰﾑ かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ 上九一色ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ

山本　圭悟 長谷川　唯月 宮脇　光嶺 小澤　昇 國枝　直紘 長洲　拓実 齋藤　徹平 田中　隼介 山内　星 岩井　創隆
01:10.97 01:12.10 01:12.96 01:15.01 01:16.44 01:16.46 01:19.29 01:20.91 01:25.20 01:27.48

MFCC/松戸市ｶﾇｰ協会 美濃加茂市ｶﾇｰ協会 みよし市ｶﾇｰ協会Teamｱｸｾﾌﾟﾄ 中部30ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 揖斐川町ｶﾇｰ協会 佐倉市ｶﾇｰ協会 相模原市ｶﾇｰ協会 佐倉市ｶﾇｰ協会 みよし市ｶﾇｰ協会Teamｱｸｾﾌﾟﾄ かみすｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

泊　菜々美 小野澤　嶺 吉川　颯姫 佐藤　妃花瑠 河端　風花 堀　絢羽 川崎　汐織 末永　栞 大久保　綾音 高野　想子
01:20.55 01:20.93 01:23.00 01:23.46 01:25.43 01:25.77 01:26.28 01:28.15 01:30.56 01:33.14

みよし市ｶﾇｰ協会Teamｱｸｾﾌﾟﾄ 相模原市ｶﾇｰ協会 浦安市ｶﾇｰ協会 長野県ｶﾇｰ協会 神奈川県ｶﾇｰ協会 和知ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 戸田ﾄﾞﾙﾌｨﾝｶﾇｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 揖斐川町ｶﾇｰ協会 かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ

競 技 委 員 長 審 判 部 長

平成３０年度全国少年少女カヌー大会
成績一覧表

種目

男子５・６年生
普及艇

男子カヤック
シングル

男子カヤック
ペア

女子小学4年生以下
普及艇

女子５・６年生
普及艇

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

男子フラット
スラローム

女子フラット
スラローム

保坂　善彦 菅澤　俊明


