
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 遠藤 環太 ⻘⽊ 瑞樹 鈴⽊ 翔⼤ 久保 領雄⾳ 山谷 隆一 福井 伸紘 酒井 悠弦 佐々木 誠脩

タイム 01’48"559 01’49"539 01’50"101 01’51"097 01’51"557 01’52"677 01’52"941 01’53"657 01’53"679

学校名 東郷高校 堅田高校 安達高校 富士河口湖高校 ⼩松市⽴⾼校 岡山御津高校 ⼩⾒川⾼校 仁川学院高校 中新田高校

選手名 設楽 勝太・小野 隼人

佐々木 誠脩・佐々木 敬恒

福井 琢斗・中島 輝 今⻄ 陸⼈・遠藤 環太 森⿊ ⼤・松本 仁⼼
鈴⽊ 翔⼤・多⽥良 樹⽣

⽥中 政弥・下川 拓樹 佐々木 絵・阿部 智礼 髙垣 拓都・森 歩夢

タイム 01’44"768 01’47"504 01’48"070 01’48"594 01’49"146 01’49"490 01’49"526 01’50"630 01’55"510

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

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

吉⼭ 凜・飯牟禮 誼樹 大島 颯人・谷口 慶 ⼭⾕ 隆⼀・⼭⾕ 拓磨 中島 輝・嬉野 翔大 盛岡 凜・吉留 嵩⼈

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
⼤澤 健⼠郎・福別府 翔

花本 人成・原山 央椰 加藤 修翔・森本 ⾠弥 内⽥ 陽⼈・吉⾒ 夏陽 岡口 桂大・岩井 瑠風

タイム 01’39"721 01’41"739 01’41"913 01’43"741 01’45"093 01’45"289 01’46"313 01’46"537 01’47"411

学校名 谷地高校 坂出工業高校 八幡商業高校 中新田高校 宮崎大宮高校 兵庫県⽴国際⾼校 岡山御津高校 東郷高校 横浜修悠館横須賀

選手名 ⽶光 陸 森 陽紀 荒木 岳樹 吉田 俊吾 船坂 尚也 石川 嵩晴 古賀 勇馬 仲田 翼 宮国 志匠

タイム 02’03"869 02’04"879 02’05"853 02’07"401 02’07"695 02’08"593 02’10"177 02’10"763 02’11"361

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

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

秋⼭ ⻯星・森 陽紀
宮国 志匠・大久保 大登 髙⽐良 海⽃・柴⽥ 滉⼠

佐藤 拓⾺・三浦 ⾥恩 吉⽥ 俊吾・⼩⻄ 星成

タイム 02’02"091 02’02"977 02’04"901 02’05"015 02’05"905 02’07"873 02’10"537 02’12"039 02’14"109

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

田中 智貴・岩永 紘明 荒木 岳樹・伊藤 真大 中尾 勇稀・土井 勝就
石川 嵩晴・ｲﾝﾃﾞｨｺﾞﾏｲｹﾙ

北﨑 健介・⽴岩 魁仁
宮国 志匠・大久保 大登

秋⼭ ⻯星・梅村 昂⽣
髙⽐良 海⽃・柴⽥ 滉⼠ 纐纈 龍太郎・荒井 ⼀樹

⽶光 陸・熊井 雄弥 斎藤 翼・布施 孝高 中村 諒⼀・⾶⼝ 慧実 荒木 秀介・飯山 一生 ⽴岩 颯仁・橋本 豪 玉城 潤平・大仲 哲平 森 陽紀・前⽥ 拓海 森保 翔・森保 翼 巾 大輝・吉田 風雅

タイム 01’54"733 01’54"735 01’57"389 01’58"101 02’00"767 02’01"847 02’02"753 02’09"655 02’10"565

学校名 高田高校 谷地高校 出雲農林⾼校 宮崎大宮高校 球磨工業高校 沖縄水産高校 杜若⾼校 ⻑崎鶴洋⾼校 八百津高校

選手名 PETRAN Fanni 諏訪 智美 礒部 芽生 都築 千空姫 尾上 楓 遠藤 帆夏 大垣 柚月 福田 りん 竹下 嘉乃

タイム 02’07"515 02’12"627 02’12"705 02’12"773 02’14"303 02’14"947 02’15"105 02’16"761 02’16"835

学校名 福井工大附属福井 ⼩⾒川⾼校 杜若⾼校 富士学苑高校 曽於高校 比叡山高校 宮崎商業高校 坂出工業高校 水俣高校

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

礒部 芽⽣・礒部 理⽣ ⽮野 真泉・若林 望映 齋藤 綾花・林 ゆりか 富山 汐音・伊藤 栄花

タイム 02’06"527 02’06"999 02’08"359 02’10"347 02’11"131 02’11"503 02’12"983 02’13"287 02’15"263

学校名 谷地高校 比叡山高校 宮崎商業高校 不来⽅⾼校 ⼩⾒川⾼校 杜若⾼校 大分舞鶴高校 前橋南高校 越谷東高校

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 竹下 嘉乃・朱 昭衣 礒部 芽生・小県 銀河 林 ゆりか・松井 寧々 鷹橋 茉美・稲垣 千夏 ⽮野 真泉・若林 望映 勝俣 優那・渡邊 愛美

平泉 真⾐・⻑岡 さくら
髙野 真緒・髙橋 星菜 ⿊⽊ ⾹苗・原⽥ 光

大久保 七美・川﨑 陽那子

城⼾ 千夏・新宅 萌 茂⽊ 咲乃・齋藤 綾花

佐々⽊ 伶奈・五⼗嵐 陽世

⼩野 彩⾳・⼩畑 奈津
⼩林 このみ・渡邉 ⻘空

タイム 01’57"385 01’58"109 01’58"975 02’03"397 02’04"391 02’04"833 02’05"101 02’05"633 02’08"441

学校名 谷地高校 ⼩⾒川⾼校 宮崎商業高校 水俣高校 杜若⾼校 前橋南高校 不来⽅⾼校 大分舞鶴高校 富士河口湖高校

競技委員会委員⻑ 審判部⻑

男子 Ｋ－１

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

（５００ｍ）

永尾澄男

男子 Ｋ－２

男子 Ｋ－4

選手名

選手名

種目

選手名

⻑良川国際レガッタコース

岐阜県海津市

2018/8/4

安井國士

⼥⼦ WK－２

男子 Ｃ－１

男子 Ｃ－2

男子 Ｃ－4

⼥⼦ WK－４

⼥⼦ WK－１


