
令和元年度　第15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

マツモト　ジンシン ガモウ　イツキ オカムラ　トシヤ タナカ　ユウヤ スミ　ユウジロウ アキヤマ　リュウセイ
松本　仁心 蒲生　斎樹 岡村　捷矢 田中　佑哉 角　裕二朗 秋山　瑠星
坂出工業高等学校 坂出工業高等学校 高知丸の内高等学校 大洲高等学校 坂出工業高等学校 高知丸の内高等学校
1'43"98 1'44"73 1'47"37 1'48"07 1'48"20 1'52"17
トミタ　シュンリ ナカミチ　アキラ ミヤモト　タイキ イケダ　イッセイ ヒガシダ　ユウキ ヨシダ　ケンスケ
富田　隼吏 仲道　千晃 宮本　大揮 池田　一世 東田　勇希 吉田　健介
坂出工業高等学校 那賀高等学校 須崎総合高等学校 高知丸の内高等学校 那賀高等学校 大洲高等学校
1'54"49 1'55"56 1'56"25 1'58"54 2'02"52 転覆
イケグチ　レオ ナカタ　リュウマ ナベシマ　チカラ ナカガワ　タカト オザキ　ジン ギョウテン　ナオト
池口　黎於 中田　隆真 鍋島　力 中川　貴仁 尾﨑　仁 行天　直人
坂出工業高等学校 那賀高等学校 須崎総合高等学校 大洲高等学校 高瀬高等学校 高瀬高等学校
1'52"14 1'59"73 2'03"23 2'03"44 2'04"67 2'10"39
カタタ　ユウゴ タムラ　クリュウ ササオカ　ダイキ ノグチ　シュンタ キモト　テツ シマザキ　ユウ
堅田　侑吾 田村　玖龍 笹岡　大綺 野口　峻汰 木元　鉄 島﨑　悠
高知海洋高等学校 高知海洋高等学校 須崎総合高等学校 那賀高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校
2'03"35 2'04"17 2'08"22 2'09"18 2'12"47 2'13"28
フクダ　リン ミシマ　ユイ ウエタ　ミヤビ クミハシ　イチカ ノナミ　シュラ タカハラ　スミカ
福田　りん 三島　唯郁 植田　雅姫 組橋　一華 野浪　珠羅 高原　寿美香
坂出工業高等学校 坂出工業高等学校 坂出工業高等学校 坂出高等学校 中村高等学校西土佐分校 那賀高等学校
1'57"35 2'01"06 2'03"26 2'06"07 2'09"78 2'16"78
カナヤマ　コトカ ササダ　アユ ワタナベ　アンリ カワムラ　ハルノ ハギヤマ　リオ オオニシ　ヒロミ
金山　采花 笹田　采汐 渡辺　杏梨 川村　遥乃 萩山　璃央 大西　洋美
大洲高等学校 那賀高等学校 高知学芸高等学校 大洲高等学校 中村高等学校西土佐分校 須崎総合高等学校
2'17"06 2'17"20 2'19"11 2'24"39 2'25"91 2'40"19
ヤマモト　ノア キモト　マリア フクシマ　リホ
山本　乃愛 木元　マリア 福島　里穂
飯山高等学校 大洲高等学校 中村高等学校西土佐分校
2'17"74 2'23"16 5'57"31
イケダ　ケント ガモウ　イツキ アキヤマ　リュウセイ ヒガシダ　ユウキ ヨシダ　ケンスケ ナカザワ　ショウダイ
池田　健人 蒲生　斎樹 秋山　瑠星 東田　勇希 吉田　健介 中澤　翔大
マツモト　ジンシン スミ　ユウジロウ オカムラ　トシヤ ナカミチ　アキラ カマダ　カイリ イケダ　イッセイ
松本　仁心 角　裕二朗 岡村　捷矢 仲道　千晃 鎌田　凱吏 池田　一世
坂出工業高等学校 坂出工業高等学校 高知丸の内高等学校 那賀高等学校 大洲高等学校 高知丸の内高等学校
1'35"66 1'37"13 1'46"88 1'48"45 1'50"12 1'52"35
タムラ　クリュウ ササオカ　ダイキ ナカガワ　タカト イケグチ　レオ ノグチ　シュンタ ギョウテン　ナオト
田村　玖龍 笹岡　大綺 中川　貴仁 池口　黎於 野口　峻汰 行天　直人
カタタ　ユウゴ ナベシマ　チカラ ゼンケ　レオ ヤマサキ　ユウジロウ ヒラヤマ　タクヤ シラカワ　タカヤ
堅田　侑吾 鍋島　力 善家　怜央 山﨑　雄次郎 平山　拓也 白川　貴也
高知海洋高等学校 須崎総合高等学校 大洲高等学校 坂出工業高等学校 那賀高等学校 高瀬高等学校
1'52"43 1'54"89 1'56"97 2'00"38 2'05"47 2'06"24
ミシマ　ユイ ヤマモト　サヤ タカハラ　スミカ ノナミ　シュラ カナヤマ　コトカ オオニシ　ヒロミ
三島　唯郁 山本　紗耶 高原　寿美香 野浪　珠羅 金山　采花 大西　洋美
フクダ　リン クミハシ　イチカ ササダ　アユ ハギヤマ　リオ カワムラ　ハルノ イチハラ　サワ
福田　りん 組橋　一華 笹田　采汐 萩山　璃央 川村　遥乃 市原　紗羽
坂出工業高等学校 坂出高等学校 那賀高等学校 中村高等学校西土佐分校 大洲高等学校 須崎総合高等学校
1'52"10 1'58"84 2'01"94 2'05"80 2'13"02 2'30"92
イケダ　ケント アキヤマ　リュウセイ タナカ　ユウヤ ヒガシダ　ユウキ
池田　健人 秋山　瑠星 田中　佑哉 東田　勇希
ガモウ　イツキ オカムラ　トシヤ カマダ　カイリ タニザワ　コウタ
蒲生　斎樹 岡村　捷矢 鎌田　凱吏 谷澤　洸多
マツモト　ジンシン ナカザワ　ショウダイ ヨシダ　ケンスケ イジツ　ショウ
松本　仁心 中澤　翔大 吉田　健介 井實　将
スミ　ユウジロウ イケダ　イッセイ クラタニ　キョウスケ ナカミチ　アキラ
角　裕二朗 池田　一世 倉谷　京助 仲道　千晃
坂出工業高等学校 高知丸の内高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校
1'29"45 1'37"08 1'38"54 1'41"73
タムラ　クリュウ イケグチ　レオ ナカガワ　タカト ノグチ　シュンタ
田村　玖龍 池口　黎於 中川　貴仁 野口　峻汰
カタタ　ユウゴ ヨコイ　リク ゼンケ　レオ シマザキ　ユウ
堅田　侑吾 横井　陸 善家　怜央 島﨑　悠
ヒガシ　タイガ セノオ　リクト キモト　テツ ナカタ　リュウマ
東　大海 妹尾　吏駆仁 木元　鉄 中田　隆真
ヨコヤマ　カイ チュウジョウ　ノゾム ヤマモト　ショウマ ヒラヤマ　タクヤ
横山　改 中條　希夢 山本　奨真 平山　拓也
高知海洋高等学校 坂出工業高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校
1'45"31 1'48"82 1'49"34 1'54"19
アンドウ　カエデ カナヤマ　コトカ オオニシ　ヒロミ
安藤　楓 金山　采花 大西　洋美
オオモリ　サクラ カワムラ　ハルノ イチハラ　サワ
大森　さくら 川村　遥乃 市原　紗羽
キシウエ　ヒナ シノザキ　ヒラリ セツヤス　ミオ
岸上　日菜 篠﨑　舞 節安　澪
オクダ　ユイ ナガオカ　イチカ オカムラ　ノゾミ
奥田　唯 長岡　一華 岡村　希実
高瀬高等学校 大洲高等学校 須崎総合高等学校

1'49"71 2'10"87 2'12"11

男子総合優勝 香川県立坂出工業高等学校 48点（8回目）

女子総合優勝 香川県立坂出工業高等学校 23点（初優勝）
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＜ジュニア500m成績一覧表＞ 2019/6/16（日）　川口ダム湖カヌー競技場
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