
平成28年度　第12回四国高等学校カヌー選手権大会

種目略称 1位 2位 3位 4位 5位 6位
アンドウ　ヒサキ フジメ　コウタ シラカワ　ショウタ アダチ　カイ スギイ　タイチ モリクロ　ダイ
安藤　久騎 藤目　康太 白川　翔大 足立　凱 杉井　太一 森黒　大
坂出高等学校 高知丸の内高等学校 高瀬高等学校 大洲高等学校 大洲高等学校 坂出工業高等学校
１分５６秒１３ １分５７秒８７ １分５８秒５１ ２分０秒２１ ２分０秒５５ ２分４秒８０
イシモト　テンシン タベ　モトキ カワムラ　カズサ ノナミ　ユウマ シノハラ　カケル
石本　天真 田部　元基 川村　和 野浪　悠馬 篠原　翔
中村高校西土佐分校 高瀬高等学校 高知丸の内高等学校 中村高校西土佐分校 那賀高等学校
２分１秒３８ ２分４秒９９ ２分１０秒７８ ２分１４秒９０ ２分１５秒１７
イジリ　ユウキ サカグチ　ユウキ モリオカ　ショウヤ ワタナベ　ヨシキ オキモト　ダイチ ヤマオカ　ショウタロウ
井尻　由樹 阪口　雄基 森岡　翔哉 渡辺　誉史希 沖元　大地 山岡　翔太郎
坂出高等学校 坂出高等学校 那賀高等学校 坂出高等学校 大洲高等学校 大洲高等学校
２分９秒４８ ２分１３秒７５ ２分１７秒５４ ２分１８秒６３ ２分１９秒３１ ２分２７秒３１
オカウエ　タカマサ タニノ　シュウト タニ　タイキ サカモト　リュウセイ イマガワ　ヒイロ フナサカ　ナオヤ
岡上　天真 谷野　秀都 谷　大貴 坂本　龍星 今川　寛朗 船坂　尚也
中村高校西土佐分校 大洲高等学校 中村高校西土佐分校 大洲高等学校 那賀高等学校 高知海洋高等学校
２分２４秒１５ ２分２５秒６８ ２分２７秒９０ ２分２８秒４７ ２分２８秒９０ ２分３９秒６７
ヤマモト　アイカ サタケ　ラン ヒラオ　ワカナ タグチ　ワカナ カワムラ　タマノ イワハラ　ハルカ
山本　愛華 佐竹　蘭 平尾　和奏 田口　若菜 川村　珠乃 岩原　はるか
坂出高等学校 坂出工業高等学校 坂出高等学校 坂出高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校
２分１１秒６６ ２分１１秒９６ ２分１３秒７８ ２分１４秒８２ ２分１８秒５９ ２分２５秒２５
ミヤザキ　ミナヨ オタケ　ユミ イワハラ　シヲリ ミツイシ　サエ ヤマモト　ユナ ニシオカ　マナカ
宮崎　美奈代 尾竹　優美 岩原　しをり 三石　彩恵 山本　由奈 西岡　真奈花
中村高校西土佐分校 那賀高等学校 那賀高等学校 中村高校西土佐分校 大洲高等学校 高知丸の内高等学校
２分２３秒３６ ２分２９秒６１ ２分３１秒９２ ２分３２秒５９ ２分３３秒６６ ２分３６秒１３
アンドウ　ヒサキ フジメ　コウタ スギイ　タイチ タニモト　ヨウドウ クスイ　ケイタ ドイ　ハヤテ
安藤　久騎 藤目　康太 杉井　太一 谷本　容堂 楠井　啓太 土井　颯
テラジ　ヒロト マチダ　リョウセイ スエミツ　ショウ ノナミ　ユウマ モリクロ　ダイ ヨシダ　タケル
寺主　紘都 町田　良聖 末光　聖 野浪　悠馬 森黒　大 吉田　武
坂出高等学校 高知丸の内高等学校 大洲高等学校 中村高校西土佐分校 坂出工業高等学校 大洲高等学校
１分５０秒２７ １分５１秒５６ １分５３秒８５ １分５７秒８７ １分５８秒４０ ２分２秒１２
イジリ　ユウキ ヤマオカ　ショウタロウ ゴンドウ　カズキ モリオカ　ショウヤ オキモト　ダイチ オカウエ　タカマサ
井尻　由樹 山岡　翔太郎 権藤　和希 森岡　翔哉 沖元　大地 岡上　天真
ワタナベ　ヨシキ タニノ　シュウト カクダ　ヒデト イマガワ　ヒイロ サカモト　リュウセイ タニ　タイキ
渡辺　誉史希 谷野　秀都 角田　嗣仁 今川　寛朗 坂本　龍星 谷　大貴
坂出高等学校 大洲高等学校 坂出工業高等学校 那賀高等学校 大洲高等学校 中村高校西土佐分校
２分６秒２３ ２分８秒６４ ２分８秒９２ ２分１６秒３０ ２分１８秒２５ ２分２２秒６５
サタケ　ラン トヨウラ　アヤノ イワハラ　ハルカ カワムラ　タマノ ヒラノ　モエ ヤマモト　ユナ
佐竹　蘭 豊浦　綾乃 岩原　はるか 川村　珠乃 平野　分苗 山本　由奈
ナガオ　サホ ウエモリ　ミサト イワハラ　シヲリ イズミ　マキ ミツイシ　サエ カラツ　トモミ
長尾　咲歩 上森　美里 岩原　しをり 泉　茉希 三石　彩恵 唐津　朋実
坂出工業高等学校 高瀬高等学校 那賀高等学校 大洲高等学校 中村高校西土佐分校 大洲高等学校
２分６秒１４ ２分１０秒１６ ２分１９秒６８ ２分２０秒７０ ２分２３秒１４ ２分２５秒２８
フジメ　コウタ シラカワ　ショウタ スギイ　タイチ シノハラ　カケル
藤目　康太 白川　翔大 杉井　太一 篠原　翔
マチダ　リョウセイ トヨシマ　ヒジリ スエミツ　ショウ タナカ　タクミ
町田　良聖 豊嶋　聖 末光　聖 田中　拓実
カワムラ　カズサ タベ　モトキ ドイ　ハヤテ キド　ユウセイ
川村　和 田部　元基 土井　颯 木戸　勇誓
モリタ　ダイスケ シバヤマ　タクト ヨシダ　タケル サトウ　シュウヘイ
森田　大輔 柴山　啄人 吉田　武 佐藤　周平
高知丸の内高等学校 高瀬高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校
１分４５秒３５ １分４９秒４４ １分５２秒８９ ２分１２秒４０
イジリ　ユウキ オキモト　ダイチ
井尻　由樹 沖元　大地
サカグチ　ユウキ ヤマオカ　ショウタロウ
阪口　雄基 山岡　翔太郎
タナカ　ハルト タニノ　シュウト
田中　晴大 谷野　秀都
ワタナベ　ヨシキ サカモト　リュウセイ
渡辺　誉史希 坂本　龍星
坂出高等学校 大洲高等学校
１分５５秒５４ ２分０秒８４
タグチ　ワカナ カワムラ　タマノ カキウチ　ユウカ イワハラ　ハルカ
田口　若奈 川村　珠乃 垣内　優加 岩原　はるか
ヒラオ　ワカナ ヤマモト　ユナ キタガワ　リサ イワハラ　シヲリ
平尾　和奏 山本　由奈 北川　里砂 岩原　しをり
ミズハヤ　リナ カラツ　トモミ セキ　トモミ ヨシダ　ミレイ
水早　里菜 唐津　朋実 関　智水 吉田　美麗
ヤマモト　アイカ イズミ　マキ ニシオカ　マナカ オタケ　ユミ
山本　愛華 泉　茉希 西岡　真奈花 尾竹　優美
坂出高等学校 大洲高等学校 高知丸の内高等学校 那賀高等学校
１分５６秒５６ ２分６秒６４ ２分７秒２９ ２分７秒７７

2016/6/18（土）,19（日）　川口ダム湖特設カヌー競技場＜ジュニア500m成績一覧表＞
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