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順位 優勝 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位

フリガナ

氏名 

所属

タイム

Ｋ－１ モリクロ　ダイ タナカ　ユウヤ ナカノ　タカユキ タナベ　ナギ タドコロ　ユウマ キド　ユウセイ ソネ　ヤスヒロ

森黒　大 田中　佑哉 中野　貴之 田邊　凪 田所　祐真 木戸　勇誓 曽根　康弘

坂出工業高等学校 大洲高等学校 大洲高等学校 中村高等学校西土佐分校 高知丸の内高校 那賀高等学校 高瀬高等学校

1分 57秒. 093 2分 04秒. 379 2分 04秒. 391 2分 06秒. 549 2分 08秒. 457 2分 18秒. 059 2分 27秒. 481

ＪＫ－１ ソネ　ヤスヒロ オカムラ　トシヤ イケウチ　リュウト タカハシ　リク ヨネザワ　ユウノスケ ヒガシダ　ユウキ ヨシダ　ケンスケ

曽根　康弘 岡村　捷矢 池内　龍仁 高橋　陸空 米澤　宥之助 東田　勇希 吉田　健介

高瀬高等学校 高知丸の内高校 嶺北高等学校 高瀬高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校 大洲高等学校

2分 16秒. 615 2分 18秒. 993 2分 19秒. 405 2分 22秒. 049 2分 33秒. 525 2分 45秒. 903 2分 51秒. 411

Ｋ－２ タベ　モトキ モリクロ　ダイ ナカノ　タカユキ タドコロ　ユウマ モリ　カイセイ タナカ　タクミ ヤナギモト　タケル

田部　元基 森黒　大 中野　貴之 田所　祐真 森　魅世 田中　拓実 柳本　健

イマヅ　ソウスケ カガワ　アユム ヒガシダニ　ショウ オカムラ　トシヤ イケウチ　リュウト キド　ユウセイ カドタ　シュン

今津　壮介 香川　歩夢 東谷　翔 岡村　捷矢 池内　龍仁 木戸　勇誓 門田　駿

高瀬高等学校 坂出工業高等学校 大洲高等学校 高知丸の内高校 嶺北高等学校 那賀高等学校 長浜高等学校

1分 46秒. 729 1分 47秒. 383 1分 52秒. 561 2分 03秒. 697 2分 10秒. 201 2分 10秒. 597 3分 14秒. 825

Ｋ－４ モリクロ　ダイ ナカノ　タカユキ タベ　モトキ タドコロ　ユウマ モリ　カイセイ

森黒　大 中野　貴之 田部　元基 田所　祐真 森　魅世

カガワ　アユム ヒガシダニ　ショウ イマヅ　ソウスケ オカムラ　トシヤ イケウチ　リュウト

香川　歩夢 東谷　翔 今津　壮介 岡村　捷矢 池内　龍仁

ノガク　ユウタ ムラカミ　ヤマト ソネ　ヤスヒロ アキヤマ　リュウセイ タケウチ　ハヤテ

野角　優太 村上　大和 曽根　康弘 秋山　瑠星 竹内　颯

アヤイ　カイト カタヤマ　タクヤ タカハシ　リク ナカザワ　ショウダイ タケウチ　リョウ

綾井　海斗 片山　拓哉 高橋　陸空 中澤　翔大 竹内　僚

坂出工業高等学校 大洲高等学校 高瀬高等学校 高知丸の内高校 嶺北高等学校

1分 45秒. 058 1分 47秒. 724 1分 49秒. 026 1分 55秒. 750 2分 12秒. 872

C－１ フナサカ　ナオヤ キモト　カイ イケグチ　レオ ヤマサキ　ハルキ カジハタ　タイラ クボ　ダイキ ノグチ　シュンタ ヒラヤマ　タクヤ

船坂　尚也 木元　快 池口　黎於 山﨑　晴輝 梶畠　平良 久保　大樹 野口　峻汰 平山　拓也

高知海洋高校 大洲高等学校 坂出工業高等学校 高知海洋高校 大洲高等学校 坂出工業高等学校 那賀高等学校 那賀高等学校

2分 12秒. 752 2分 26秒. 596 2分 28秒. 256 2分 32秒. 108 2分 46秒. 026 2分 52秒. 058 3分 13秒. 688 3分 16秒. 842

ＪC－１ イケグチ　レオ タムラ　クリュウ カタダ　ユウゴ ギョウテン　ナオト ナカガワ　タカト ノグチ　シュンタ ヒラヤマ　タクヤ

池口　黎於 田村　玖龍 堅田　侑吾 行天　直人 中川　貴仁 野口　峻汰 平山　拓也

坂出工業高等学校 高知海洋高校 高知海洋高校 高瀬高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校 那賀高等学校

2分 30秒. 478 2分 41秒. 298 2分 45秒. 208 2分 51秒. 542 3分 04秒. 736 3分 06秒. 582 3分 14秒. 720

C－２ フナサカ　ナオヤ タムラ　クリュウ クボ　ダイキ キモト　カイ

船坂　尚也 田村　玖龍 久保　大樹 木元　快

ヤマサキ　ハルキ カタダ　ユウゴ イケグチ　レオ ゼンケ　レオ

山﨑　晴輝 堅田　侑吾 池口　黎於 善家　怜央

高知海洋高校 高知海洋高校 坂出工業高等学校 大洲高等学校

2分 12秒. 239 2分 21秒. 233 2分 29秒. 659 2分 32秒. 571

C－４ フナサカ　ナオヤ キモト　カイ

船坂　尚也 木元　快

ヤマサキ　ハルキ カジハタ　タイラ

山﨑　晴輝 梶畠　平良

タムラ　クリュウ ナカガワ　タカト

田村　玖龍 中川　貴仁

カタダ　ユウゴ ゼンケ　レオ

堅田　侑吾 善家　怜央

高知海洋高校 大洲高等学校

2分 06秒. 177 2分 17秒. 973

第13回　四国高等学校　カヌー新人大会　　成績一覧表
平成29年10月14日　　坂出市府中湖カヌー競技場
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第13回　四国高等学校　カヌー新人大会　　成績一覧表
平成29年10月14日　　坂出市府中湖カヌー競技場

ＪWＫ－１ ミシマ　ユイ ノナミ　シュラ タカハラ　スミカ アンドウ　カエデ

三島　唯郁 野浪　珠羅 高原　寿美香 安藤　楓

坂出工業高等学校 中村高等学校西土佐分校 那賀高等学校 高瀬高等学校

2分 32秒. 017 2分 38秒. 447 2分 48秒. 191 2分 50秒. 083

WＫ－１ ノブオ　ヒカリ フクダ　リン タチバナ　アヤノ ヤマカワ　サキ オオサワ　リナ オカザキ　マイコ シマムラ　ミウ タカハラ　スミカ

信尾　光里 福田　りん 橘　亜弥乃 山川　紗希 大澤　里奈 岡﨑　舞子 島村　美羽 高原　寿美香

大洲高等学校 坂出工業高等学校 中村高等学校西土佐分校 那賀高等学校 大洲高等学校 坂出高等学校 高知丸の内高校 那賀高等学校

2分 16秒. 638 2分 17秒. 176 2分 25秒. 744 2分 26秒. 920 2分 30秒. 106 2分 34秒. 794 2分 40秒. 414 2分 58秒. 292

WＫ－２ ノブオ　ヒカリ オカザキ　マイコ フクダ　リン イシノ　シホ イイ　キヨノ ヤマカワ　サキ
信尾　光里 岡﨑　舞子 福田　りん 石野　詩帆 伊井　清乃 山川　紗希
オオサワ　リナ ヤマモト　サヤ ミシマ　ユイ シマムラ　ミウ ハシヅメ　ユズ タカハラ　スミカ
大澤　里奈 山本　紗耶 三島　唯郁 島村　美羽 橋詰　優寿 高原　寿美香
大洲高等学校 坂出高等学校 坂出工業高等学校 高知丸の内高校 高知丸の内高校 那賀高等学校
2分 11秒. 025 2分 16秒. 701 2分 17秒. 097 2分 20秒. 673 2分 28秒. 715 2分 30秒. 911

ＷＫ－４ イイ　キヨノ ノブオ　ヒカリ

伊井　清乃 信尾　光里

イシノ　シホ オオサワ　リナ

石野　詩帆 大澤　里奈

シマムラ　ミウ カナヤマ　コトカ

島村　美羽 金山　采花

ハシヅメ　ユズ ナカイ　キョウカ

橋詰　優寿 中居　京香

高知丸の内高校 大洲高等学校

2分 11秒. 296 2分 18秒. 678


