
第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位 第９位

選手名 福井 琢斗 久保 領雄⾳ 森⿊ ⼤ 下川 拓樹 遠藤 環太 松川 瑛 酒井 悠弦 稲田 直大 設楽 勝太

タイム 00’37"822 00’38"278 00’38"531 00’38"563 00’38"793 00’38"847 00’39"294 00’39"842 00’39"897

学校名 東郷高校 ⼩松市⽴⾼校 坂出工業高校 三潴高校 堅田高校 本荘高校 仁川学院高校 水橋高校 谷地高校

選手名

佐々木 誠脩・佐々木 敬恒

設楽 勝太・小野 隼人 今⻄ 陸⼈・遠藤 環太 福井 琢斗・中島 輝 ⽥中 政弥・下川 拓樹
鈴⽊ 翔⼤・多⽥良 樹⽣

髙垣 拓都・森 歩夢 稲田 直大・松崎 巧実 森⿊ ⼤・松本 仁⼼

タイム 00’35"407 00’35"478 00’36"030 00’36"219 00’36"926 00’37"190 00’37"850 00’38"022 00’42"244

学校名 中新田高校 谷地高校 堅田高校 東郷高校 三潴高校 富士河口湖高校 神島高校 水橋高校 坂出工業高校

安達 優駿・伊藤 朔人 森⿊ ⼤・松本 仁⼼ 池野 匠海・福沢 昇生

佐々木 誠脩・佐々木 敬恒

大島 颯人・谷口 慶 中島 輝・嬉野 翔大 小畑 陽一・瀬上 一樹 吉⼭ 凜・飯牟禮 誼樹 松﨑 巧汰・小野島 優

設楽 勝太・小野 隼人 香川 歩夢・池田 健人 ⿃井 翔太・押⾕ 亮 佐藤 千紘・澁⾕ 昌利 花本 人成・原山 央椰 内⽥ 陽⼈・吉⾒ 夏陽 中島 遼祐・平田 修希
⼤澤 健⼠郎・福別府 翔

和田 泰成・石川 想大

タイム 00’33"844 00’33"978 00’34"296 00’34"826 00’35"010 00’36"146 00’36"154 00’36"700 00’37"079

学校名 谷地高校 坂出工業高校 八幡商業高校 中新田高校 兵庫県⽴国際⾼校 東郷高校 島根中央高校 宮崎大宮高校 川根高校

選手名 吉田 俊吾 仲田 翼 森 陽紀 古賀 勇馬 船坂 尚也 髙⽐良 海⽃ ⽶光 陸 石川 嵩晴 荒木 岳樹

タイム 00’43"493 00’43"686 00’43"696 00’44"026 00’44"067 00’44"155 00’44"169 00’44"554 00’44"608

学校名 不来⽅⾼校 富士河口湖高校 杜若⾼校 伊万⾥農林⾼校 高知海洋高校 ⻑崎鶴洋⾼校 高田高校 宮崎大宮高校 谷地高校

選手名 荒木 岳樹・伊藤 真大 田中 智貴・岩永 紘明 増野 歩哉・津田 博翔
髙⽐良 海⽃・柴⽥ 滉⼠ 新岡 瑠唯斗・大橋 壮太

佐藤 拓⾺・三浦 ⾥恩
宮国 志匠・大久保 大登

秋⼭ ⻯星・森 陽紀 古賀 勇馬・小楠 裕己

タイム 00’41"018 00’41"188 00’41"356 00’42"432 00’43"004 00’43"090 00’43"420 00’44"258 00’44"726

学校名 谷地高校 高田高校 宮崎工業高校 ⻑崎鶴洋⾼校 横浜修悠館横須賀 富士河口湖高校 沖縄水産高校 杜若⾼校 伊万⾥農林⾼校

荒木 岳樹・伊藤 真大 田中 智貴・岩永 紘明
石川 嵩晴・ｲﾝﾃﾞｨｺﾞﾏｲｹﾙ 宮国 志匠・大久保 大登

中尾 勇稀・土井 勝就 秋⼭ ⻯星・梅村 昂⽣ 中村 謙太・福島 寛都
髙⽐良 海⽃・柴⽥ 滉⼠ 松川 幸太郎・川崎 晴⽣

斎藤 翼・布施 孝高 ⽶光 陸・熊井 雄弥 荒木 秀介・飯山 一生 玉城 潤平・大仲 哲平 中村 諒⼀・⾶⼝ 慧実 森 陽紀・前⽥ 拓海
⽥⼝ 雅也・北野 凜太朗

森保 翔・森保 翼 廣瀨 駿・竹内 勇二

タイム 00’37"510 00’37"778 00’38"980 00’39"378 00’40"071 00’40"809 00’40"964 00’42"365 00’42"526

学校名 谷地高校 高田高校 宮崎大宮高校 沖縄水産高校 出雲農林⾼校 杜若⾼校 横浜修悠館横須賀 ⻑崎鶴洋⾼校 芦屋高校

選手名 PETRAN Fanni 諏訪 智美 竹下 嘉乃 大垣 柚月 尾上 楓 礒部 芽生 信尾 光⾥ 吉⽥ 奈未 都築 千空姫

タイム 00’43"990 00’44"138 00’45"819 00’45"918 00’46"274 00’46"590 00’46"986 00’47"854 00’48"414

学校名 福井工大附属福井 ⼩⾒川⾼校 水俣高校 宮崎商業高校 曽於高校 杜若⾼校 大洲高校 谷地高校 富士学苑高校

選手名 吉⽥ 奈未・平泉 真⾐ 大垣 柚月・樋渡 千歩 鷹橋 茉美・稲垣 千夏 遠藤 帆夏・今⻄ 愛依
柳堀 あいり・髙野 真緒

礒部 芽⽣・礒部 理⽣ 山本 妙湖・尾﨑 由依 竹下 嘉乃・朱 昭衣 笹岡 晏奈・波多野 瞳

タイム 00’42"556 00’42"762 00’43"791 00’44"454 00’44"671 00’44"841 00’45"099 00’45"345 00’46"093

学校名 谷地高校 宮崎商業高校 不来⽅⾼校 比叡山高校 ⼩⾒川⾼校 杜若⾼校 田辺高校 水俣高校 ⾦津⾼校

吉⽥ 奈未・奥⼭ 綾乃
諏訪 智美・柳堀 あいり

大垣 柚月・樋渡 千歩 礒部 芽生・小県 銀河 鷹橋 茉美・稲垣 千夏 真鍋 彩奈・江頭 皇都 松下 澄香・唐澤 未歩 林 ゆりか・松井 寧々 笹岡 晏奈・波多野 瞳

平泉 真⾐・⻑岡 さくら
髙野 真緒・髙橋 星菜 ⿊⽊ ⾹苗・原⽥ 光 城⼾ 千夏・新宅 萌

佐々⽊ 伶奈・五⼗嵐 陽世

今永 舞・田中 萌 森⽥ 愛梨・松本 彩 茂⽊ 咲乃・齋藤 綾花 橋本 侑紀・本田 結愛

タイム 00’39"634 00’39"941 00’40"574 00’41"137 00’41"165 00’41"380 00’42"203 00’42"771 00’43"047

学校名 谷地高校 ⼩⾒川⾼校 宮崎商業高校 杜若⾼校 不来⽅⾼校 三潴高校 倉吉総合産業高校 前橋南高校 ⾦津⾼校

競技委員会委員⻑ 審判部⻑

平成３０年度全国⾼等学校総合体育⼤会

2018第３４回全国高等学校カヌー選手権大会 カヌースプリント

（2００ｍ）
⻑良川国際レガッタコース

岐阜県海津市

2018/8/6

種目

選手名

⼥⼦ WK－４

⼥⼦ WK－１

男子 Ｋ－１

⼥⼦ WK－２

男子 Ｃ－１

男子 Ｃ－2

男子 Ｃ－4

永尾澄男

男子 Ｋ－２

男子 Ｋ－4

選手名

選手名

安井國士


