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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

蒔田　遊士 山脇　慎也 村上　聖太郎 宮川　駿平 菱田　歩睦 斎藤　彰太 高橋　穏旭 池田　航琉 森　野秋

01’25"327 01’26"333 01’27"508 01’28"731 01’29"108 01’32"276 01’32"649 01’33"886 01’36"347

湘南ｶﾇｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 倉吉市関金ｲﾙｶ･ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 本荘ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 佐倉市ｶﾇｰ協会 早乙女湖ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 萌明幼児館ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 松戸市ｶﾇｰ協会 この指とまれ☆NAWMAN’S この指とまれ☆NAWMAN’S

大岩　歩夢 土田　優成 ﾐﾝﾄﾞﾗﾑ　ﾏｰｶｽ　廣紀 山下　颯太 竹田　暁 谷田　一真 山崎　穣 高瀬　優 百家　勇真

01’17"990 01’20"966 01’21"136 01’21"226 01’23"056 01’23"102 01’23"287 01’26"421 01’26"712

B&G神埼ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 本荘ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 飯塚だいぶｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 石川県ｶﾇｰ協会・かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ 石川県ｶﾇｰ協会・かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ 倉吉市関金ｲﾙｶ･ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ ｵｰﾊﾟﾙｶﾇｰﾁｰﾑ 佐倉市ｶﾇｰ協会 佐倉市ｶﾇｰ協会

永野　照太郎 原口　海音 吉岡　和美 進藤　敦司 菱田　悠杏 德永　大輝 関本　晃太 髙橋　大歩 稲垣　貴大

00’58"040 01’01"613 01’03"318 01’04"824 01’06"754 01’08"410 01’08"676 01’11"048 01’11"310

末吉ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 末吉ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 佐倉市ｶﾇｰ協会 高田ﾚｰｼﾝｸﾞ ｵｰﾊﾟﾙｶﾇｰﾁｰﾑ 大洲ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ ﾏﾎﾛﾊﾞ･ﾎﾝﾀﾞｶﾇｰｽｸｰﾙ B&G香取市小見川海洋ｸﾗﾌﾞ 久美浜ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰﾁｰﾑ

原口　海音・永野　照太郎 進藤　敦司・小串　佑太 土田　優成・村上　聖太郎 實川　晃司郎・細畠　凜 菱田　悠杏・山崎　穣 百家　勇真・吉岡　和美 稲垣　貴大・野村　迅一朗 麻生　総一朗・山下　颯太 德永　大輝・畑　虎汰郎

00’56"815 01’02"236 01’03"522 01’05"150 01’05"723 01’06"830 01’07"617 01’08"751 01’08"874

末吉ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 高田ﾚｰｼﾝｸﾞ 本荘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 ｵｰﾊﾟﾙｶﾇｰﾁｰﾑ 佐倉市ｶﾇｰ協会 久美浜ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰﾁｰﾑ 石川県ｶﾇｰ協会・かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ 大洲ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ

北嶋　咲良 八橋　希心 長洲　百香 土田　華 德永　智香 松藤　三和 山本　彩芽 髙木　千夏 豊田　梓

01’30"207 01’30"366 01’31"128 01’31"518 01’33"736 01’34"555 01’37"246 01’39"884 01’45"772

本荘ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 飯塚だいぶｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 佐倉市ｶﾇｰ協会 石川県ｶﾇｰ協会・かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ 大洲ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 柳川市大和B･G海洋ｾﾝﾀｰ 倉吉市関金ｲﾙｶ･ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ B&G香取市小見川海洋ｸﾗﾌﾞ 早乙女湖ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ

村野　由奈 越田　彩華 吉本　美海 大戸　章花 石橋　佳世 池田　一叶 平石　凛 今西　愛依 高橋　ひなた

01’21"264 01’25"288 01’25"946 01’26"137 01’26"249 01’27"537 01’28"450 01’29"245 01’29"302

飯塚だいぶｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 石川県ｶﾇｰ協会・かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ 石川県ｶﾇｰ協会・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 柳川市大和B･G海洋ｾﾝﾀｰ この指とまれ☆NAWMAN’S 二本松ｷｯｽﾞｶﾇｰｸﾗﾌﾞ ｵｰﾊﾟﾙｶﾇｰﾁｰﾑ この指とまれ☆NAWMAN’S

尾上　楓 遠藤　帆夏 土橋　愛花 梅原　三和 長石　依吹 長尾　葉花 大西　風璃 安西　百々子 片山　友花

00’56"564 01’02"258 01’04"850 01’06"278 01’06"775 01’09"805 01’10"513 01’10"627 01’12"554

末吉ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ ｵｰﾊﾟﾙｶﾇｰﾁｰﾑ 末吉ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 和知ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 倉吉市関金ｲﾙｶ･ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 鳥取ｼﾞｭﾆｱ･ﾚｰｼﾝｸﾞｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 和知ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 南富良野ｶﾇｰ協会 和知ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ

尾上　楓・土橋　愛花 遠藤　帆夏・今西　愛依 梅原　三和・片山　友花 越田　彩華・吉本　美海 堀　奏羽・大西　風璃 渡辺　青空・赤池　花 仲野　茉祐・保立　千宙 安田　萌捺・安井　小雪 瀬戸　麻稚・埋金　遥

00’55"743 01’00"145 01’03"116 01’03"934 01’04"171 01’09"857 01’11"299 01’12"973 01’14"567

末吉ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ ｵｰﾊﾟﾙｶﾇｰﾁｰﾑ 和知ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 石川県ｶﾇｰ協会・かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ 和知ｼﾞｭﾆｱｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 上九一色ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ かみすｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 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

吉岡　和美 関本　晃太 高瀬　優 高橋　穏旭 斎藤　彰太 八木　颯太 百家　勇真 竹田　暁 松本　樹璃夜 蒔田　遊士

1'13"25 1'13"78 1'17"92 1'19"41 1'19"82 1'21"02 1'21"45 1'22"11 1'23"24 1'23"28

佐倉市ｶﾇｰ協会 ﾏﾎﾛﾊﾞ･ﾎﾝﾀﾞｶﾇｰｽｸｰﾙ 佐倉市ｶﾇｰ協会 松戸市ｶﾇｰ協会 萌明幼児館ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 萌明幼児館ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ 佐倉市ｶﾇｰ協会 石川県ｶﾇｰ協会 かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ 松戸市ｶﾇｰ協会 湘南ｶﾇｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

大戸　章花 長洲　百香 吉本　美海 越田　彩華 山田　美和 土田　華 大城　桃音 大城　柚希 小野澤　瞳

1'19"60 1'22"40 1'24"46 1'24"93 1'25"46 1'33"35 1'36"22 1'49"90 1'59"05

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 石川県ｶﾇｰ協会 かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ 石川県ｶﾇｰ協会 かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ 佐倉市ｶﾇｰ協会 石川県ｶﾇｰ協会 かけはし海洋ｸﾗﾌﾞ 豊田市ｶﾇｰ協会 豊田市ｶﾇｰ協会 萌明幼児館ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ

競技委員会委員長 審 判 部 長

B&G杯全国少年少女カヌー大会２０１４
成績一覧表

保坂　善彦塩澤　寬治

男子フラット
スラローム

女子フラット
スラローム

種目

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


