
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 早坂 隼 吉岡 和美 後町 瑛斗 ⾏⽥ 朋晃 松本 薫弥 ⻄村 和真 佐々⽊ 海⺒ 沼⽥ 蒼太朗 上野 舜也
タイム 01’56"280 01’57"872 01’58"187 01’58"590 01’58"710 01’59"382 01’59"640 02’01"117 02’01"485
学校名 谷地高校 ⼩⾒川高校 東郷高校 島根中央高校 富士河口湖高校 大津高校 中新⽥高校 正則学園高校 宮崎大宮高校
選手名 早坂 隼・松浦 永弥 齋藤 哲⼀・⼩鑓 亮太 後町 瑛斗・深谷 京太郎 平⽥ 侑杜・沼⽥ 蒼太朗 上野 舜也・村橋 慶太郎 ⼩堀 優⼀・七五三 篤 大泉 璃空・髙橋 正真 中⽥ 寛治郎・外内 利功 中尾 駿希・武⽥ 朝樹
タイム 01’46"845 01’47"906 01’50"338 01’52"360 01’52"813 01’54"493 01’54"973 01’57"218 01’59"098
学校名 谷地高校 島根中央高校 東郷高校 正則学園高校 宮崎大宮高校 ⼩⾒川高校 中新⽥高校 芦屋国際中等教育 奈良情報商・商業

早坂 隼・松浦 永弥 ⼩鑓 亮太・齋藤 哲⼀ 上野 舜也・松本 憲昇 野村 迅⼀朗・白岩 寛大 松本 薫弥・朝⽐奈 隼正 後町 瑛斗・深谷 京太郎 平河 翔・今石 伊織 佐々⽊ 海⺒・大泉 璃空 宮本 朝瑠・水⽊ 遥介
佐藤 天眞・佐藤 仁法 大⾒ 省吾・⾏⽥ 朋晃 柿本 優斗・村橋 慶太郎 野村 洋平・⽥村 駿輔 杉本 七色・⼩佐野 貴富 ⽟越 穂貴・柳川 駿 下川 陽⼈・⻄⽥ 陽俊 髙橋 正真・八島 友太 高橋 侑己・糸井 太⼀

タイム 01’48"526 01’51"901 01’54"129 01’55"701 01’56"201 01’56"376 01’56"444 01’57"838 02’04"766
学校名 谷地高校 島根中央高校 宮崎大宮高校 久美浜・丹後緑風 富士河口湖高校 東郷高校 三潴高校 中新⽥高校 浦和高校
選手名 井原 崚汰 美坂 優宙 濵本 ⼦龍 ⽥中 楓馬 吉⽥ 怜央 内盛 真⾳李 菅原 憂 土井 翔喜 ⽊元 鉄
タイム 02’08"991 02’10"969 02’12"448 02’14"506 02’15"133 02’15"851 02’16"749 02’17"359 02’19"556
学校名 名鉄学園杜若高校 宮崎商業高校 神島高校 高⽥高校 谷地高校 沖縄水産高校 中新⽥高校 出雲農林高校 大洲高校
選手名 保⽥ 自然・末安 太陽 野嵜 駿斗・松本 琉吾 ⼭本 侑京・⼭岡 凜太郎 ⼭本 真南斗・竹中 光 ⼩林 裕貴・新井 翔介 阿部 蒼斗・釘宮 陽 樫⼭ 裕正・岩崎 莞爾 河村 伯空・奈良⽥ 琉⾶ 植⽊ ⼀喜・児島 志郎
タイム 02’07"978 02’11"366 02’12"078 02’13"571 02’14"075 02’16"616 02’17"278 02’18"695 02’19"990
学校名 宮崎大宮高校 沖縄水産高校 綾部高校 神島高校 館林商⼯高校 名鉄学園杜若高校 ⼈吉高校 横浜修悠館横須賀 大口高校

濵本 ⼦龍・⼭本 真南斗 ⽊元 鉄・森 俊輔 髙瀬 七洋・⽥中 琉也 嘉悦 響也・⽥口 哲平 土井 翔喜・原 瑛太朗 保⽥ 自然・末安 太陽 ⽥中 楓馬・⼭口 大貴 井原 崚汰・加藤 聡真
竹中 光・中⼭ 直大 竹岡 陽紀・源⽥ 颯龍 ⼩岩 稜太・⼩松原 純太 竹本 新・高橋 海玖斗 ⽚伊勢 志哉・漆谷 海⾥ 早永 海槻・溝口 康介 野々村 航・堀 颯太 阿部 蒼斗・岩附 心温

タイム 02’08"470 02’10"862 02’12"078 02’13"570 02’14"232 02’14"413 02’19"398 02’22"223
学校名 神島高校 大洲高校 館林商⼯高校 球磨⼯業高校 出雲農林高校 宮崎大宮高校 高⽥高校 名鉄学園杜若高校
選手名 ⼩林 陽菜 ⻑尾 葉花 保科 唯妃花 富澤 侑彩 谷本 夢乃 澤⽥ 智花 三島 まりあ 寺岡 夏鈴 川井 花菜
タイム 02’13"062 02’15"862 02’16"797 02’16"874 02’16"954 02’17"209 02’17"774 02’18"151 02’19"839
学校名 大津高校 倉吉総合産業高校 寒河江高校 武庫川⼥⼦大附属 坂出高校 岩津高校 出雲農林高校 ⼩⾒川高校 大分舞鶴高校
選手名 三島 まりあ・橋本 寧々 ⼭本 愛実・志水 ほのか 寺岡 夏鈴・髙岡 明⾳ 川井 花菜・森 桜⼦ 富澤 侑彩・佐々⽊ 碧海 来⽥ 碧・谷本 夢乃 芦野 ことね・⽮嶋 悠⾥ 荒井 悠那・鈴⽊ ひろみ 富居 美月・⼭口 結⼦
タイム 02’17"845 02’18"120 02’20"577 02’20"640 02’21"612 02’23"900 02’24"327 02’26"428 02’30"832
学校名 出雲農林高校 宮崎商業高校 ⼩⾒川高校 大分舞鶴高校 武庫川⼥⼦大附属 坂出高校 谷地高校 名鉄学園杜若高校 大津高校

⼭本 愛実・志水 ほのか 橋本 茉⾳・松岡 華加 芦野 ことね・⽮嶋 悠⾥ ⼩久保 花楓・柳⽥ 彩実 ⼩椋 妃奈⼦・北村 まい 河野 琉杏・石橋 佳世 ⼩林 陽菜・富居 美月 高橋 茉穂・⼩⽥ 結莉菜

横⼭ ⽇菜・奈須 天希 ⼭根 陽菜⼦・和泉 凛⾳ 橋本 碧唯・鈴⽊ 葉月 ⼩笠原 瑠茉・井原 結⾐ 松原 千広・⻑尾 葉花 福島 未唯・⽥中 亜希 ⼭口 結⼦・橋本 桃 内村 千恵・根⽥ 心桃
タイム 02’00"763 02’01"550 02’02"231 02’06"340 02’06"998 02’07"268 02’09"706 02’10"895
学校名 宮崎商業高校 島根中央高校 谷地高校 名鉄学園杜若高校 倉吉総合産業高校 三潴高校 大津高校 不来⽅高校
選手名 福島 ⾥穂 ⼭本 空 荒⽊ 詩月 松井 杏樹 深尾 美萌彬 ⽥嶋 愛弓 ⻲井 玲利 沖野 星 ⼩林 春海
タイム 02’44"353 02’45"183 02’51"201 02’53"258 02’55"905 03’01"531 03’03"435 03’07"093 03’07"940
学校名 中村高校⻄土佐 神島高校 谷地高校 大津高校 大津高校 ⾦津高校 大津高校 分水高校 高森高校

競技委員会委員⻑ 審判部⻑

男⼦ Ｋ－１

令和３年度全国⾼等学校総合体育⼤会
第37回全国⾼等学校カヌー選手権⼤会

（５００ｍ）

種目

安井 國士佐藤 幸也

男⼦ Ｋ－２

男⼦ Ｋ－4

選手名

選手名

選手名

北潟湖特設カヌーコース
福井県あわら市
2021/8/19

⼥⼦ WC－１

⼥⼦ WK－２

男⼦ Ｃ－１

男⼦ Ｃ－2

男⼦ Ｃ－4

⼥⼦ WK－４

⼥⼦ WK－１


