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ＪＫ－１－１ テラダ　ハヤト カモダ　シュンスケ アキタ　ガク ニシカワ　シンゴ サカグチ　カイト
寺田　隼斗 鴨田　俊亮 秋田　岳 西川　慎吾 坂口　海斗
明徳義塾高等学校 高瀬高等学校 那賀高等学校 嶺北高等学校 那賀高等学校
2分 10秒. 340 2分 13秒. 723 2分 27秒. 933 2分 32秒. 461 2分 40秒. 468

ＪＫ－１ スミ　ユウジロウ ワタナベ　コウセイ タカギ　ユウキ タカハシ　ユウセイ クラタニ　キョウスケ カワタ　セナ タナカ　シュウマ ウエダ　リョウヘイ
角　裕二朗 渡辺　康晴 髙木　湧稀 高橋　勇成 倉谷　京助 川田　星那 田中　柊匡 上田　稜平
坂出工業高等学校 坂出工業高等学校 嶺北高等学校 中村高等学校西土佐分校 大洲高等学校 那賀高等学校 那賀高等学校 大洲高等学校
1分 58秒. 310 2分 01秒. 399 2分 02秒. 016 2分 03秒. 109 2分 03秒. 451 2分 06秒. 076 2分 07秒. 052 2分 09秒. 708

ＪＫ－２ スミ　ユウジロウ カメダ　アラタ タベ　ショウイチロウ タカハシ　ユウセイ タナカ　シュウマ モリモト　ユイト ナガタニ　ハルト
角　裕二朗 亀田　新太 田部　祥一朗 高橋　勇成 田中　柊匡 森本　結仁 長谷　陽大
ワタナベ　コウセイ トミタ　シュンリ フルヤ　ノブヒサ ヨコヤマ　テッシン カワタ　セナ トノガイ　マコト フルノ　カツキ
渡辺　康晴 富田　隼吏 古谷　展久 横山　鉄心 川田　星那 殿谷　誠 古野　克樹
坂出工業高等学校 坂出工業高等学校 嶺北高等学校 中村高等学校西土佐分校 那賀高等学校 那賀高等学校 大洲高等学校
1分 53秒. 658 1分 55秒. 247 2分 01秒. 504 2分 01秒. 632 2分 05秒. 776 2分 13秒. 669 2分 14秒. 155

ＪＫ－４ スミ　ユウジロウ クラタニ　キョウスケ タベ　ショウイチロウ タナカ　シュウマ オキ　トモヒロ アキタ　ガク
角　裕二朗 倉谷　京助 田部　祥一朗 田中　柊匡 沖　友博 秋田　岳
ワタナベ　コウセイ ウエダ　リョウヘイ タカギ　ユウキ カワタ　セナ ドイ　ヒロム ユアサ　カツヒロ
渡辺　康晴 上田　稜平 髙木　湧稀 川田　星那 土居　寛務 湯浅　勝大
カメダ　アラタ ハヤシ　ソラ フルヤ　ノブヒサ モリモト　ユイト イケザワ　ハル オオオカ　ケンシロウ
亀田　新太 林　奏良 古谷　展久 森本　結仁 池澤　晴 大岡　顕志朗
トミタ　シュンリ ツナザキ　リクト ニシカワ　シンゴ トノガイ　マコト ニシムラ　ウイ サカグチ　カイト
富田　隼吏 綱崎　陸翔 西川　慎吾 殿谷　誠 西村　有生 坂口　海斗
坂出工業高等学校 大洲高等学校 嶺北高等学校 那賀高等学校 高知丸の内高等学校 那賀高等学校
1分 43秒. 246 1分 50秒. 254 1分 51秒. 579 1分 53秒. 812 2分 01秒. 113 2分 23秒. 590

ＪC－１－１ ニシダ　ハルヒ イケグチ　ハル イシカワ　カイユウ コンドウ　コウヘイ サカイ　カナメ
西田　喜陽 池口　陽琉 石川　海侑 近藤　耕平 酒井　要
高瀬高等学校 坂出工業高等学校 高知海洋高等学校 那賀高等学校 那賀高等学校
2分 38秒. 425 2分 42秒. 873 2分 49秒. 696 2分 59秒. 285 4分 31秒. 458

ＪC－１ キモト　テツ ゲンダ　ソウタツ マツザキ　コウセイ スダ　ハルキ コバヤシ　リュウセイ ニシ　タツヤ ソネ　ダイチ ニシダ　ハルヒ
木元　鉄 源田　颯龍 松﨑　康生 須田　晴喜 小林　龍正 西　達矢 曽根　大智 西田　喜陽
大洲高等学校 大洲高等学校 高知海洋高等学校 坂出工業高等学校 那賀高等学校 那賀高等学校 高知海洋高等学校 高瀬高等学校
2分 17秒. 377 2分 24秒. 252 2分 27秒. 491 2分 27秒. 502 2分 27秒. 982 2分 35秒. 506 2分 46秒. 469 2分 48秒. 254

ＪC－２ キモト　テツ タケオカ　ハルキ オガサワラ　ユキト スダ　ハルキ イシカワ　カイユウ クボ　キョウガ サカイ　カナメ
木元　鉄 竹岡　陽紀 小笠原　雪斗 須田　晴喜 石川　海侑 久保　享雅 酒井　要
モリ　シュンスケ ゲンダ　ソウタツ ソネ　ダイチ イケグチ　ハル マツザキ　コウセイ オオツカ　ケンユウ コンドウ　コウヘイ
森　俊輔 源田　颯龍 曽根　大智 池口　陽琉 松﨑　康生 大塚　堅友 近藤　耕平
大洲高等学校 大洲高等学校 高知海洋高等学校 坂出工業高等学校 高知海洋高等学校 高瀬高等学校 那賀高等学校
2分 17秒. 774 2分 20秒. 314 2分 33秒. 090 2分 36秒. 071 2分 42秒. 383 2分 52秒. 373 3分 45秒. 633

ＪC－４ キモト　テツ オガサワラ　ユキト クボ　キョウガ スダ　ハルキ
木元　鉄 小笠原　雪斗 久保　享雅 須田　晴喜
モリ　シュンスケ マツザキ　コウセイ オオツカ　ケンユウ イケグチ　ハル
森　俊輔 松﨑　康生 大塚　堅友 池口　陽琉
タケオカ　ハルキ キタダイ　ミナト ニシダ　ハルヒ アヤダ　イツキ
竹岡　陽紀 北代　湊 西田　喜陽 綾田　樹
ゲンダ　ソウタツ ソネ　ダイチ サカモト　リンタロウ オオヒガシ　リク
源田　颯龍 曽根　大智 坂本　倫大朗 大東　睦空
大洲高等学校 高知海洋高等学校 高瀬高等学校 坂出工業高等学校
2分 04秒. 232 2分 11秒. 613 2分 40秒. 535 2分 49秒. 878

ＪWＫ－１－１ アマノ　キララ ナカイ　カンナ イイカワ　サヤ トミヤマ　コモモ オオタ　イズミ
天野　きらら 中居　栞愛 飯川　沙弥 冨山　こもも 大田　和泉
嶺北高等学校 嶺北高等学校 高瀬高等学校 高瀬高等学校 大洲高等学校
2分 52秒. 179 2分 57秒. 522 3分 01秒. 170 3分 05秒. 409 4分 33秒. 504

ＪWＫ－１ タニモト　ユメノ ワタナベ　アンリ オカムラ　ノゾミ ナガオカ　イチカ シノザキ　ヒラリ ウルシハラ　シオリ カガワ　ノゾミ タニムラ　ヒナコ
谷本　夢乃 渡辺　杏梨 岡村　希実 長岡　一華 篠﨑　舞 漆原　詩織 賀川　希望 谷村　日菜子
坂出高等学校 高知学芸高等学校 須崎総合高等学校 大洲高等学校 大洲高等学校 坂出高等学校 那賀高等学校 那賀高等学校
2分 19秒. 347 2分 29秒. 069 2分 31秒. 335 2分 38秒. 517 2分 39秒. 788 2分 39秒. 958 2分 46秒. 736 3分 06秒. 853

ＪWＫ－２ ウルシハラ　シオリ ワタナベ　ホノン モリサワ　ヒナ シノザキ　ヒラリ カガワ　ノゾミ イイカワ　サヤ
漆原　詩織 渡辺　帆音 森澤　日菜 篠﨑　舞 賀川　希望 飯川　沙弥
タニモト　ユメノ クドウ　ノノカ オジマ　ミサト ナガオカ　イチカ タニムラ　ヒナコ トミヤマ　コモモ
谷本　夢乃 工藤　野乃花 小島　望知 長岡　一華 谷村　日菜子 冨山　こもも
坂出高等学校 嶺北高等学校 高知丸の内高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校 高瀬高等学校
2分 17秒. 788 2分 24秒. 106 2分 32秒. 466 2分 33秒. 861 2分 36秒. 759 2分 56秒. 125

ＪＷＫ－４ ワタナベ　ホノン モリサワ　ヒナ トクナガ　トモカ トミヤマ　コモモ
渡辺　帆音 森澤　日菜 德永　智香 冨山　こもも
クドウ　ノノカ オジマ　ミサト オオタ　イズミ イイカワ　サヤ
工藤　野乃花 小島　望知 大田　和泉 飯川　沙弥
ナカイ　カンナ カミムラ　ホノカ ナカノ　クルミ シワ　ユウナ
中居　栞愛 上村　帆乃香 中野　来美 紫和　優菜
アマノ　キララ トダ　ホノカ ムラカミ　リコ スギウラ　ホノカ
天野　きらら 戸田　帆乃花 村上　理子 杉浦　穂乃花
嶺北高等学校 高知丸の内高等学校 大洲高等学校 高瀬高等学校
2分 17秒. 272 2分 25秒. 734 2分 50秒. 797 3分 03秒. 024

ＪWＣ－１ フクシマ　リホ クロダ　メイ
福島　里穂 黒田　萌衣
中村高等学校西土佐分校 大洲高等学校
2分 41秒. 810 5分 20秒. 446

第16回　四国高等学校　カヌー新人大会　　成績一覧表
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