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平成26年10月25日　　坂出市府中湖カヌー競技場

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

ＪＫ－１
モリクロ　カイ サカグチ　フウスケ オオサキ　カズキ マツオカ　コウシロウ シライシ　イツキ ツルオカ　タイセイ イシモト　テンシン

森黒　開 坂口　風介 大崎　一輝 松岡　幸士郎 白石　樹 鶴岡　大成 石本　天真

坂出工業高等学校 那賀高等学校 坂出工業高等学校 中村高等学校西土佐分校 大洲高等学校 大洲高等学校 中村高等学校西土佐分校

2分 01秒. 150 2分 08秒. 240 2分 10秒. 156 2分 13秒. 350 2分 17秒. 070 2分 18秒. 982 2分 19秒. 612

ＪＫ－２
モリクロ　カイ シマダ　ショウゴ サカグチ　フウスケ マツオカ　コウシロウ イシモト　テンシン シライシ　イツキ オモテハラ　ユウタ

森黒　開 嶋田　翔吾 坂口　風介 松岡　幸士郎 石本　天真 白石　樹 表原　佑太

ハヤシ　ヒロキ ハシモト　ユウタ タケオカ　ユウマ タニモト　ヨウドウ ノナミ　ユウマ アダチ　カイ シミズ　ユウト

林　宏樹 橋本　祐太 武岡　佑真 谷本　容堂 野浪　悠馬 足立　凱 清水　悠登

坂出工業高等学校 高瀬高等学校 那賀高等学校 中村高等学校西土佐分校 中村高等学校西土佐分校 大洲高等学校 那賀高等学校

1分 54秒. 457 1分 58秒. 737 2分 02秒. 021 2分 06秒. 811 2分 07秒. 601 2分 09秒. 183 2分 09秒. 339

ＪＫ－４
モリクロ　カイ シマダ　ショウゴ オモテハラ　ユウタ マツオカ　コウシロウ タカギ　タイセイ

森黒　開 嶋田　翔吾 表原　佑太 松岡　幸士郎 髙木　大誠

ハヤシ　ヒロキ マナベ　アツヤ サカグチ　フウスケ タニモト　ヨウドウ フジメ　コウタ

林　宏樹 真鍋　厚哉 坂口　風介 谷本　容堂 藤目　康太

フクダ　マサヒロ ハシモト　ユウタ シミズ　ユウト イシモト　テンシン カワムラ　カズサ

福田　真大 橋本　祐太 清水　悠登 石本　天真 川村　和

オオサキ　カズキ サイトウ　リョウヤ タケオカ　ユウマ ノナミ　ユウマ マチダ　リョウセイ

大崎　一輝 齊藤　涼也 武岡　佑真 野浪　悠馬 町田　良聖

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

1分 46秒. 099 1分 50秒. 751 1分 51秒. 625 1分 53秒. 919 2分 06秒. 359

ＪC－１
サイトウ　リョウヤ マツダ　ヒロアキ ノムラ　ケイゴ ヒガシノ　コウヤ カジハタ　アオト オキモト　ダイチ モリオカ　ショウヤ

齊藤　涼也 松田　浩明 野村　渓心 東野　宏哉 梶畠　碧人 沖元　大地 森岡　翔哉

高瀬高等学校 那賀高等学校 高知海洋高校 高知海洋高校 大洲高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校

2分 24秒. 223 2分 24秒. 703 2分 39秒. 207 2分 46秒. 585 2分 51秒. 627 2分 57秒. 203 3分 15秒. 669

ＪC－２ イズミ　ユウヤ タタラ　ミキノブ カジハタ　アオト ノムラ　ケイゴ マツダ　ヒロアキ

和泉　雄也 多田羅　樹伸 梶畠　碧人 野村　渓心 松田　浩明

ゴンドウ　カズキ タニオカ　コウタ オキモト　ダイチ ヒガシノ　コウヤ モリオカ　ショウヤ

権藤　和希 谷岡　宏太 沖元　大地 東野　宏哉 森岡　翔哉

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

2分 19秒. 572 2分 19秒. 932 2分 33秒. 510 2分 36秒. 018 2分 47秒. 740

ＪC－４ イズミ　ユウヤ

和泉　雄也

アカザワ　タクヤ

赤澤　拓哉

タタラ　ミキノブ

多田羅　樹伸

タニオカ　コウタ

谷岡　宏太

坂出工業高等学校

2分 03秒. 669

ＪWＫ－１ モリヤマ　ワカナ
サタケ　ラン ニシムラ　アキエ ヨセマチ　リサ カワムラ　タマノ ミヤザキ　ミナヨ イワハラ　ハルカ オタケ　ユミ

森山　和佳奈
佐竹　蘭 西村　明咲 寄町　梨紗 川村　珠乃 宮﨑　美奈代 岩原　はるか 尾竹　優美

高瀬高等学校
坂出工業高等学校 須崎高校 大洲高等学校 大洲高等学校 中村高等学校西土佐分校 那賀高等学校 那賀高等学校

2分 16秒. 942 2分 22秒. 014 2分 40秒. 012 2分 42秒. 988 2分 44秒. 162 2分 45秒. 784 2分 47秒. 148 2分 55秒. 850

ＪWＫ－２
トクダ　ナナ ヨセマチ　リサ

ニシムラ　アキエ イワハラ　ハルカ ヤマモト　マユ イワハラ　シヲリ

徳田　奈那 寄町　梨紗
西村　明咲 岩原　はるか 山本　真由 岩原　しをり

ヤマモト　アイカ カワムラ　タマノ
ヨシオカ　アスカ オタケ　ユミ ヤマサキ　リナ ヨシダ　ミレイ

山本　愛華 川村　珠乃
吉岡　あすか 尾竹　優美 山崎　璃菜 吉田　美麗

坂出高等学校 大洲高等学校
須崎高校 那賀高等学校 須崎高校 那賀高等学校

2分 09秒. 908 2分 25秒. 596
2分 26秒. 000 2分 32秒. 114 2分 41秒. 450 2分 47秒. 716

ＪＷＫ－４
トクダ　ナナ モリヤマ　ワカナ ニシムラ　アキエ ヨセマチ　リサ イワハラ　シヲリ ウエダ　マナホ

徳田　奈那 森山　和佳奈 西村　明咲 寄町　梨紗 岩原　しをり 上田　真帆

ヤマモト　アイカ シラカワ　アイカ ヨシオカ　アスカ カワムラ　タマノ イワハラ　ハルカ ササモト　マナ

山本　愛華 白川　愛華 吉岡　あすか 川村　珠乃 岩原　はるか 笹本　麻菜

タグチ　ワカナ キタ　モモヨ ヤマモト　マユ カラツ　トモミ オタケ　ユミ ヤマモト　スズナ

田口　若奈 喜田　桃世 山本　真由 唐津　朋実 尾竹　優美 山本　鈴奈

ミズハヤ　リナ カワタ　コナツ ヤマサキ　リナ ヤマモト　ユナ ヨシダ　ミレイ カジオ　ユキミ

水早　里菜 河田　小夏 山崎　璃菜 山本　由奈 吉田　美麗 梶尾　幸未

坂出高等学校 高瀬高等学校 須崎高校 大洲高等学校 那賀高等学校 長浜高等学校

2分 01秒. 494 2分 03秒. 394 2分 22秒. 294 2分 26秒. 878 2分 32秒. 840 3分 15秒. 000

第10回　四国高等学校　カヌー新人大会　　成績一覧表


