
◆ダウンリバー成績◆

順位
ｾﾞｯ

ｹﾝ
氏名 ふりがな 所属クラブ／チーム カテゴリー タイム

1 7 西原 大樹 にしはら ひろき 北大カヌー部 競技艇 K1 男子 93.39

2 2 嶋田 泰三 しまだ　たいぞう 北大カヌー部 競技艇 K1 男子 100.64

3 1 神川 仁 かみかわ　じん 三笠カヌークラブ 競技艇 K1 男子 101.34

4 3 佐橋 優也 さはしゆうや 北大カヌー部 競技艇 K1 男子 103.04

5 4 久保 雄一 くぼゆういち 帯広畜産大学カヌー探検部 競技艇 K1 男子 104.48

6 5 吉田 隼祐 よしだしゅんすけ 北水カヌー部 競技艇 K1 男子 106.20

7 10 山下 裕作 やました　ゆうさく 帯広畜産大学カヌー探検部 競技艇 K1 男子 106.22

8 6 山本 恭平 やまもときょうへい 北大カヌー部 競技艇 K1 男子 110.18

9 9 山岸 草汰 やまぎしそうた 帯広畜産大学カヌー探検部 競技艇 K1 男子 112.28

10 11 後藤 幸大 ごとう　ゆきひろ 帯広畜産大学カヌー探検部 競技艇 K1 男子 114.06

11 8 玉木 健也 たまきけんや 北大カヌー部 競技艇 K1 男子 115.78

12 22 戎家 宙 えびすやそら ゆっくカヌー部 競技艇 K1 男子 116.39

順位
ｾﾞｯ

ｹﾝ
氏名 ふりがな 所属クラブ／チーム カテゴリー タイム

1 17 皆川 真吾 みながわ しんご 旭川カヌー倶楽部 ポリ K1 男子 110.94

2 25 丹下 裕司 たんげゆうじ 北大カヌー部 ポリ K1 男子 118.40

3 26 佐々木 康隆 ささきやすたか 北大職員 ポリ K1 男子 121.15

4 16 松井 仁 まつい ひとし 旭川カヌー倶楽部 ポリ K1 男子 121.24

5 15 奥村 仁 おくむらじん 旭川医科大学雪艇倶楽部 ポリ K1 男子 121.32

6 12 横谷 一宏 よこや かずひろ ウイルダネスカヌークラブ ポリ K1 男子 121.92

7 14 東海林 旺次朗 とうかいりんおうじろう 旭川医科大学雪艇倶楽部 ポリ K1 男子 121.95

8 21 江戸 俊介 えど　しゅんすけ ガンネルズ ポリ K1 男子 123.05

9 24 五十嵐 彬 いがらし　あきら 北大カヌー部 ポリ K1 男子 124.05

10 13 宿田 耕之介 しゅくだこうのすけ 旭川医科大学雪艇倶楽部 ポリ K1 男子 125.36

11 18 岸本 悠佑 きしもとゆうすけ 帯広畜産大学カヌー探検部 ポリ K1 男子 127.21

12 23 吉田 裕 よしだ　ゆう 北大カヌー部 ポリ K1 男子 128.54

13 20 御代 諄 みよじゅん 帯広畜産大学カヌー探検部 ポリ K1 男子 133.28

14 19 寺門 晋弥 てらかどしんや 帯広畜産大学カヌー探検部 ポリ K1 男子 136.94

順位
ｾﾞｯ

ｹﾝ
氏名 ふりがな 所属クラブ／チーム カテゴリー タイム

1 61 藤原 ひかる ふじわらひかる 三笠カヌークラブ 競技艇K1 女子 105.00

2 62 富沢 くるみ とみさわくるみ 帯広畜産大学カヌー探検部 競技艇K1 女子 113.27

3 27 岡坂 美咲 おかさかみさき 帯広畜産大学カヌー探検部 競技艇K1 女子 114.91

4 28 森山 咲 もりやまさき 帯広畜産大学カヌー探検部 競技艇K1 女子 117.72



◆ダウンリバー成績◆

順位
ｾﾞｯ

ｹﾝ
氏名 ふりがな 所属クラブ／チーム カテゴリー タイム

1 63 吉本 友美 よしもと　ともみ 三笠カヌークラブ ポリ K1 女子 128.20

2 32 鈴木 芽衣 すずきめい 旭川医科大学雪艇倶楽部 ポリ K1 女子 136.97

3 35 林原 美春 はやしばらみはる 帯広畜産大学カヌー探検部 ポリ K1 女子 137.71

4 31 佐藤 暢美 さとうのぶみ 旭川医科大学雪艇倶楽部 ポリ K1 女子 137.81

5 33 辻村 祐穂 つじむら　ゆうほ 旭川医科大学雪艇倶楽部 ポリ K1 女子 138.55

6 40 桑原 あゆみ くわばら　あゆみ North Paddler ポリ K1 女子 139.06

7 30 奥田 景子 おくだ けいこ 旭川医科大学雪艇倶楽部 ポリ K1 女子 142.54

8 34 藤森 美帆 ふじもりみほ 帯広畜産大学カヌー探検部 ポリ K1 女子 145.85

9 39 鮎沢 実冴 あゆさわみさえ North Paddler ポリ K1 女子 146.02

10 38 藤島 たか子 ふじしまたかこ 帯広畜産大学カヌー探検部 ポリ K1 女子 148.21

11 29 小笠原 裕生 おがさわら ゆい 旭川医科大学雪艇倶楽部 ポリ K1 女子 150.69

12 41 松田 詩央 まつだしお North Paddler ポリ K1 女子 182.09

13 36 高橋 畔奈 たかはしはんな 帯広畜産大学カヌー探検部 ポリ K1 女子 DNF

14 37 能瀬 晴菜 のせはるな 帯広畜産大学カヌー探検部 ポリ K1 女子 DNS

順位
ｾﾞｯ

ｹﾝ
氏名 ふりがな 所属クラブ／チーム カテゴリー タイム

1 44 佐藤 雅彦 さとう　まさひこ 三笠カヌークラブ OC1 114.23

2 46 内田 誠治 うちだ　せいじ なし OC1 117.70

3 45 須美 肇 すみ　はじめ 三笠カヌークラブ OC1 120.82

4 49 木村 茂成 きむら　しげなり ガンネルズ OC1 128.60

5 43 内谷 雄一 うちたに ゆういち 釧路ラピッヅ OC1 131.33

6 47 五嶋 富恭 ごしま とみやす なし OC1 131.55

7 48 高木 敏彦 たかぎ としひこ ガンネルズ OC1 136.09

8 50 早坂 吉博 はやさか　よしひろ ウィルダネスカヌークラブ OC1 143.83

9 42 磯田 龍 いそだ　りょう 北大カヌー部 OC1 DNS

順位
ｾﾞｯ

ｹﾝ
氏名 ふりがな 所属クラブ／チーム カテゴリー タイム

1 57
諸墨 恒和

幸重 晴美

もろずみ　つねかず

ゆきしげ　はるみ
朝ビー OC2 120.20

2 60
横田 珠希

七條 知哉

よこたたまき

しちじょうともや
North Paddler OC2 122.84

3 56
伊美 明徳

伊美 渚

いみ あきのり

いみなぎさ

美幌バックカントリークラブ

伊美家
OC2 130.42

4 59
城戸 大樹

山 和美

きどたいき

やま かずみ
North Paddler OC2 132.74

5 51
盛　菜々美

藤田 詩織

もりななみ

ふじたしおり
帯畜大カヌー探検部 OC2 132.95

6 55
森川 昌太郎

菅原 萌

もりかわしょうたろう

すがわら もえ
北大カヌー部 OC2 136.68

7 54
中村 大地

中村 凪紗

なかむらだいち

なかむらなぎさ
北大カヌー部 OC2 394.56

8 52
中野 温美

椿　夏葉

なかのあつみ

つばきなつは
北大カヌー部 OC2 403.78

9 58
田中 美穂

田中 裕香

たなかみほ

たなかゆか
North Paddler OC2 DNF

10 53
佐々木 裕史

道井 祥太

ささき　ゆうし

どい しょうた
北大カヌー部 OC2 DNS



◆ダウンリバー成績◆

順位
ｾﾞｯ

ｹﾝ
氏名 ふりがな 所属クラブ／チーム カテゴリー タイム

1 80 小嶋 静希 こじましずき 北大カヌー部 ビギナーK1 男子 117.24

2 79 河嶋 雄也 かわしまゆうや 北大カヌー部 ビギナーK1 男子 121.65

3 83 引地 祐太 ひきじ ゆうた 北大カヌー部 ビギナーK1 男子 122.29

4 81 谷井 勇太郎 たにいゆうたろう 北大カヌー部 ビギナーK1 男子 124.06

5 66 柳澤 那由他 やなぎさわ　なゆひと 旭川医科大学雪艇倶楽部 ビギナーK1 男子 125.88

6 75 井鍋 拓也 いなべたくや 北大カヌー部 ビギナーK1 男子 126.95

7 67 高田 陸 たかだ りく 旭川医科大学雪艇倶楽部 ビギナーK1 男子 128.82

8 77 加藤 幹也 かとう みきや 北大カヌー部 ビギナーK1 男子 130.82

9 65 森 太一 もりたいち 旭川医科大学雪艇倶楽部 ビギナーK1 男子 131.16

10 69 高木 大成 たかぎたいせい 帯広畜産大学カヌー探検部 ビギナーK1 男子 132.82

11 82 辻谷 颯太 つじたにそうた 北大カヌー部 ビギナーK1 男子 133.33

12 68 新川 浩太 しんかわこうた 帯広畜産大学カヌー探検部 ビギナーK1 男子 133.58

13 71 長谷川 遼 はせがわりょう 帯広畜産大学カヌー探検部 ビギナーK1 男子 136.94

14 70 田辺 一記 たなべかずき 帯広畜産大学カヌー探検部 ビギナーK1 男子 137.84

15 84 山田 稜 やまだりょう 北大カヌー部 ビギナーK1 男子 139.27

16 78 壁谷 将生 かべやまさき 北大カヌー部 ビギナーK1 男子 139.49

17 74 磯部 利仁 いそべりひと 北大カヌー部 ビギナーK1 男子 147.58

18 64 石丸 太一朗 いしまるたいちろう 旭川医科大学雪艇倶楽部 ビギナーK1 男子 167.38

19 76 大場 理幹 おおばさとき 北大カヌー部 ビギナーK1 男子 421.00

20 73 森田 優一 もりたゆういち 帯広畜産大学カヌー探検部 ビギナーK1 男子 DNF

21 72 星加 恭 ほしかたかし 帯広畜産大学カヌー探検部 ビギナーK1 男子 DNS

順位
ｾﾞｯ

ｹﾝ
氏名 ふりがな 所属クラブ／チーム カテゴリー タイム

1 94 渡辺 桃子 わたなべももこ 帯広畜産大学カヌー探検部 ビギナーK1 女子 123.74

2 97 深田 真衣 ふかだまい 北大カヌー部 ビギナーK1 女子 128.17

3 91 種田 琴美 たねだことみ 帯広畜産大学カヌー探検部 ビギナーK1 女子 130.87

4 95 秋山 由衣 あきやまゆい 北大カヌー部 ビギナーK1 女子 141.75

5 87 能祖 優花 のそゆうか 旭川医科大学雪艇倶楽部 ビギナーK1 女子 144.65

6 96 工藤 秀佳 くどうひでか 北大カヌー部 ビギナーK1 女子 145.85

7 86 敦賀 梨帆 つるがりほ 旭川医科大学雪艇倶楽部 ビギナーK1 女子 149.75

8 93 宮崎 瑠璃子 みやざきるりこ 帯広畜産大学カヌー探検部 ビギナーK1 女子 150.67

9 85 田中 里奈 たなかりな 旭川医科大学雪艇倶楽部 ビギナーK1 女子 165.97

10 92 奈良 優里佳 ならゆりか 帯広畜産大学カヌー探検部 ビギナーK1 女子 182.19

11 88 吾田 佳穂 あづたかほ 帯広畜産大学カヌー探検部 ビギナーK1 女子 487.06

12 90 梶田 麻由 かじだまゆ 帯広畜産大学カヌー探検部 ビギナーK1 女子 602.69

13 89 岡野 紗季 おかのさき 帯広畜産大学カヌー探検部 ビギナーK1 女子 DNF


