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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 ヤマモト　カイト カワグチ　リョウト オオイシ　イサム サノ　アヤト カナオカ　サトシ イズミ　ソウヤ イワタ　ナギト マスダ　セイジ
山本 凱斗 川口 稜斗 大石 勇 佐野 礼人 金岡 智 泉 聡哉 岩田 凪人 増田 誠士
明徳義塾高等学校 明徳義塾高等学校 坂出高等学校 高瀬高等学校 大洲高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校 那賀高等学校
2分 15秒. 633 2分 21秒. 262 2分 23秒. 223 2分 37秒. 716 2分 37秒. 971 2分 40秒. 869 2分 51秒. 091 3分 07秒. 923

Ｋ－１ ワタナベ　コウセイ カジノ　トモノリ テラダ　ハヤト ウエノ　ブンゾウ アキタ　ガク サカグチ　カイト イズミ　リンタ サイトウ　フミヤ
渡辺 康晴 梶野 知伯 寺田 隼斗 上野 文象 秋田 岳 坂口 海斗 泉 凜汰 齊藤 文弥
坂出工業高等学校 坂出高等学校 明徳義塾高等学校 嶺北高等学校 那賀高等学校 那賀高等学校 大洲高等学校 大洲高等学校
2分 01秒. 038 2分 03秒. 584 2分 06秒. 454 2分 06秒. 850 2分 20秒. 448 2分 24秒. 472 2分 24秒. 588 2分 34秒. 894

Ｋ－２ ワタナベ　コウセイ マエダ　ミズキ カジノ　トモノリ アキタ　ガク サイトウ　フミヤ

渡辺 康晴 前田 瑞季 梶野 知伯 秋田 岳 齊藤 文弥

タイ　ショウヤ ウエノ　ブンゾウ チュウジョウ　タイチ サカグチ　カイト カナオカ　サトシ

田井 翔也 上野 文象 中條 太一 坂口 海斗 金岡 智

坂出工業高等学校 嶺北高等学校 坂出高等学校 那賀高等学校 大洲高等学校

1分 58秒. 566 1分 59秒. 116 2分 00秒. 568 2分 24秒. 050 2分 42秒. 477

Ｋ－４ ワタナベ　コウセイ カジノ　トモノリ テラダ　ハヤト マエダ　ミズキ アキタ　ガク イズミ　リンタ
渡辺 康晴 梶野 知伯 寺田 隼斗 前田 瑞季 秋田 岳 泉 凜汰
タイ　ショウヤ チュウジョウ　タイチ ワニチャヨーパコン　ヨードプーニシガワ　シンゴ サカグチ　カイト サイトウ　フミヤ
田井 翔也 中條 太一 ワニチャヨーパコン ヨードプー西川 慎吾 坂口 海斗 齊藤 文弥
オオバヤシ　シュウ オオイシ　イサム カワグチ　リョウト サトウ　コウタロウ オオオカ　ケンシロウ キラ　ショウタ
大林 志颯 大石 勇 川口 稜斗 佐藤 皓太郎 大岡 顕志朗 吉良 祥大
イシイ　ケンゾウ ニシクボ　リュウセイ ヤマモト　カイト ウエノ　ブンゾウ ユアサ　カツヒロ カナオカ　サトシ
石井 絢蔵 西久保 琉成 山本 凱斗 上野 文象 湯浅 勝大 金岡 智
坂出工業高等学校 坂出高等学校 明徳義塾高等学校 嶺北高等学校 那賀高等学校 大洲高等学校
1分 50秒. 567 1分 51秒. 849 1分 56秒. 924 1分 57秒. 390 2分 17秒. 433 2分 23秒. 837

ＪC－１ ワタナベ　ユウセイ ズシ　カズマ ハシ　ミツキ

渡邉 裕征 圖子 和馬 橋 光希

明徳義塾高等学校 高瀬高等学校 大洲高等学校

2分 44秒. 022 3分 08秒. 052 4分 26秒. 376

C－１ イケグチ　ハル オガサワラ　ユキト コンドウ　コウヘイ デグチ　ヤマト イケダ　ユキヒト ズシ　カズマ ナガブチ　カズマ サカイ　カナメ
池口 陽琉 小笠原 雪斗 近藤 耕平 出口 岳斗 池田 幸人 圖子 和馬 長渕 一真 酒井 要
坂出工業高等学校 高知海洋高等学校 那賀高等学校 高知海洋高等学校 大洲高等学校 高瀬高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校
2分 20秒. 944 2分 34秒. 237 2分 43秒. 383 2分 53秒. 727 2分 53秒. 912 2分 59秒. 737 3分 13秒. 922 3分 15秒. 251

C－２ ニシダ　ハルヒ イケグチ　ハル ワタナベ　ユウセイ コンドウ　コウヘイ ハシダ　ナオウ イケダ　ユキヒト
西田 喜陽 池口 陽琉 渡邉 裕征 近藤 耕平 橋田 奈昊 池田 幸人
サカモト　リンタロウ アヤダ　イツキ シモモト　ユウタロウ サカイ　カナメ チカザワ　ゴウキ ナガブチ　カズマ
坂本 倫大朗 綾田 樹 下元 悠太郎 酒井 要 近澤 豪輝 長渕 一真
高瀬高等学校 坂出工業高等学校 明徳義塾高等学校 那賀高等学校 須崎総合高等学校 大洲高等学校
2分 32秒. 053 2分 32秒. 480 2分 40秒. 744 3分 01秒. 487 3分 03秒. 613 3分 06秒. 169

C－４ ニシダ　ハルヒ イケグチ　ハル イケダ　ユキヒト コンドウ　コウヘイ
西田 喜陽 池口 陽琉 池田 幸人 近藤　耕平
サカモト　リンタロウ アヤダ　イツキ ナガブチ　カズマ サカイ　カナメ
坂本 倫大朗 綾田 樹 長渕 一真 酒井　要
ズシ　カズマ オオヒガシ　リク ミツオキ　マサキ タイラ　ユウジン
圖子 和馬 大東 睦空 光沖 真輝 平　悠仁
ニシウチ　ソウマ セオ　ショウマ ハシ　ミツキ イキツカ　ユキト
西内 漱真 瀬尾 翔真 橋 光希 生塚　幸人
高瀬高等学校 坂出工業高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校
2分 27秒. 770 2分 33秒. 325 2分 46秒. 835 3分 53秒. 902

ＪWＫ－１ トヨタ　カンナ ニシムラ　ハナ オオギシ　スズリ

豊田 寛菜 西村 花 大岸 凉梨

高瀬高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校

2分 42秒. 950 3分 02秒. 939 4分 18秒. 847

WＫ－１ タニモト　ユメノ キタ　アオイ シブヤ　ナナ トクナガ　トモカ オオタ　イズミ アマノ　キララ
谷本 夢乃 来田 碧 渋谷 菜々 德永 智香 大田 和泉 天野 きらら
坂出高等学校 坂出高等学校 嶺北高等学校 大洲高等学校 大洲高等学校 嶺北高等学校
2分 21秒. 813 2分 34秒. 661 2分 38秒. 776 2分 43秒. 346 2分 49秒. 813 2分 51秒. 842

WＫ－２ タニモト　ユメノ トクナガ　トモカ イシイ　　ココリ ミズモト　リン

谷本 夢乃 德永 智香 石井 心梨 水本 凜

キタ　アオイ オオタ　イズミ イイカワ　サヤ マエダ　アスカ

来田 碧 大田 和泉 飯川 沙弥 前田 明日香

坂出高等学校 大洲高等学校 高瀬高等学校 大洲高等学校

2分 16秒. 064 2分 36秒. 793 2分 45秒. 742 3分 42秒. 313
ＷＫ－４ オオタ　イズミ ミズモト　リン

大田 和泉 水本 凜
ヒガシ　ナツキ タニモト　フウカ
東 夏希 谷本 風花
カクトウ　ユウ ニシムラ　ハナ
角藤 友 西村 花
トクナガ　トモカ マエダ　アスカ
德永 智香 前田 明日香
大洲高等学校 大洲高等学校
2分 46秒. 185 2分 49秒. 396

WC－１ サダ　ユリア イケダ　　アカネ オオタ　ユキナ オシダ　サクラコ コバヤシ　マキ

佐田 ゆり空 池田 彩香音 大田 夕希菜 押田 桜子 小林 真姫

明徳義塾高等学校 高瀬高等学校 大洲高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校

3分 01秒. 069 3分 17秒. 461 4分 06秒. 246 4分 57秒. 892 10分 31秒. 379

令和3年度　四国高等学校カヌー新人大会　　成績一覧表
令和3年10月17日　　坂出市府中湖カヌー競技場


