
種　目

氏名

所属

ﾀｲﾑ

所属

ﾀｲﾑ

本田　悠太 岩井　壯太 野村　迅一朗 白岩　寛大 酒井　遥青 新井　椋晴 中島　勇陽 坂根　波空 鳥井　慎樹 山本　華也 陶山　伊吹 岩瀨　智哉 中島　剛大 大塚　康平

目片　蒔人 石畑　駿輔 野村　洋平 田村　駿輔 君原　　悠 黒田　晋矢 石　　瑞翔 中村　一貴 吉川　達稀 髙野　　嶺 上平　椋也 濱本　琥丈郎 朝田　　開 上野　俊平

所属

ﾀｲﾑ

氏名

所属

ﾀｲﾑ

所属

ﾀｲﾑ

山本　真南斗 竹中　　光 角田　健瑠 樋上　智大 杉本　優心 山﨑　透真

中山　直大 濵本　子龍 橋本　和武 成田　　渡 小泉　龍世 黒川　優陽

所属

ﾀｲﾑ

氏名

所属

ﾀｲﾑ

所属

ﾀｲﾑ

埋金　　遥 野村　結稀 野村　琴心 城野　愛子 小松原　夏希 武山　真侑 富居　美月 山口　結子 小林　朋加 新崎　となみ 一守　美里 福永　まひろ 岸本　梛紗 段田　千尋

安井　小雪 中地　　叶 福留　真優子 髙松　にか 松本　凜音 長澤　ゆい 橋本　　桃 小林　陽菜 本間　雪花 嶋村　心温 土川　夏菜 玉尾　　和 西岡　愛菜 村上　遥香

所属

ﾀｲﾑ

氏名

所属

ﾀｲﾑ

所属

ﾀｲﾑ

松井　杏樹 田中　睦姫

深尾　美萌彬 亀井　玲利

所属

タイム

神島高校 大津高校 大津高校 大津高校 大津高校

2分37秒97 2分38秒22 2分41秒68 2分55秒90 3分09秒46

ＷＣ－１

山本　　空 深尾　美萌彬 松井　杏樹 亀井　玲利 田中　睦姫

2分02秒90 2分03秒98 2分04秒24 2分05秒16 2分06秒66 2分37秒74 3分34秒13

芦屋高校 八幡商業高校 大津高校
ＷＫ－４

氏名

久美浜高校 国際高校 芦屋高校 大津高校

綾部高校 芦屋高校 久美浜高校 大津高校 国際高校
ＷＫ－２

氏名

2分14秒49

富澤　侑彩 坂田　寧々 小松原　夏希小林　朋加 野村　琴心

2分16秒79 2分17秒09 2分18秒07

富居　美月

山口　結子 城野　愛子野村　結稀 髙松　にか 新崎　となみ 本間　雪花

国際高校 芦屋高校 芦屋高校

横山　仁一 田村　翔太

2分28秒89

久美浜高校神島高校

4分36秒86

芦屋高校 大津高校

神島高校 大津高校

2分01秒17

山本　真南斗 山本　侑京 濵本　子龍 瀨戸　崇史 樋上　智大

神島高校 神島高校

2分14秒632分04秒62

山本　華也 新井　椋晴 畠　　拓巳

綾部高校 綾部高校

Ｃ－４

氏名

ＷＫ－１ 大津高校 武庫川女子大学附属高等学校

Ｃ－２

氏名

Ｋ－４

氏名

Ｃ－１

2分13秒15 2分18秒342分17秒13

2分01秒02

田辺工業高校

岩井　壯太 白岩　寛大 手嶋　章人

2分02秒00

国際高校 八幡商業高校

酒井　遥青 石　　瑞翔 目片　蒔人吉川　達稀

八幡商業高校 芦屋高校

芦屋国際中等教育学校

1分55秒92 2分03秒32

大津高校 八幡商業高校 堅田高校 久美浜高校 綾部高校

近畿高体連カヌー専門部
7 8 91 2 3 4 5 6

中田　寛治郎

1分50秒59 1分51秒87 1分52秒84 1分54秒15

岩瀨　智哉

八幡商業高校 久美浜高校 比叡山高校

丹後緑風高校 比叡山高校

後藤　潤冶 白岩　寛大 鈴木　悠太

1分55秒23 1分55秒41

八幡商業高校 久美浜高校 芦屋高校 国際高校 八幡商業高校 田辺工業高校

Ｋ－１

西村　和真 岩井　壯太 名越　栄作 野村　迅一朗

Ｋ－２

氏名

芦屋国際中等教育学校

1分49秒75 1分50秒07 1分51秒00 1分54秒34

中田　寛治郎

本田　悠太 野村　迅一朗 鈴木　悠太 外内　利功 陶山　伊吹

濵本　子龍 竹中　　光 中山　直大 山本　真南斗 樋上　智大 山本　侑京 山岡　凜太郎

1分38秒14 2分01秒84

1分55秒49 1分56秒80 1分57秒04

竹中　　光 山岡　凜太郎 中山　直大

杉本　優心 橋本　和武

1分39秒29 1分44秒46 1分44秒67 1分51秒27 2分07秒47

2分18秒54 2分20秒40 2分21秒33

田辺工業高校

横山　仁一 大谷　　怜 山﨑　透真 阪本　大智

芦屋高校

2分06秒56 2分51秒13 2分54秒25

田辺工業高校 大津高校

小林　陽菜 富澤　侑彩

久美浜高校奈良情報商業高校

埋金　　遥

2分22秒04

丹後緑風高校 芦屋高校

2分01秒91 2分32秒47 3分23秒19

神島高校 大津高校 芦屋高校

2分02秒67 2分04秒94

神島高校 綾部高校 神島高校

2分22秒312分19秒11

2分05秒85 2分08秒49 2分10秒21 2分12秒87 2分13秒10

佐々木　碧海 至田　夏海 長澤　ゆい

松本　凜音 埋金　　遥 福留　真優子

2分05秒38 2分10秒68 2分17秒14 2分17秒43

武庫川女子大学附属高等学校

2分24秒26

酒井　遥青

芦屋高校

2分04秒71

石畑　駿輔

2分19秒73

山本　　恋 至田　夏海 坂田　寧々 佐々木　碧海

綾部高校 綾部高校 武庫川女子大学附属高等学校

小松原　夏希野村　結稀

ＷＣ－２

氏名
松井　杏樹 田中　睦姫

大津高校 大津高校

深尾　美萌彬 亀井　玲利

2分29秒99 2分40秒42

令和３年６月１１(金)～１３日(日)
関西みらいローイングセンター（滋賀県立琵琶湖漕艇場）

令和３年度近畿高等学校総合体育大会カヌー競技
第20回近畿高等学校カヌー選手権大会

WC-4

氏名

2分22秒65

大津高校


