
令和4年度　第18回四国高等学校カヌー選手権大会

種目略称 1位 2位 3位 4位 5位 6位

ウエノ　ブンゾウ テラダ　ハヤト カジノ　トモノリ マツモト　コウタ タイ　ショウヤ カモダ　シュンスケ
上野　文象 寺田　隼斗 梶野　知伯 松本　昂大 田井　翔也 鴨田　俊亮
嶺北高等学校 明徳義塾高等学校 坂出高等学校 坂出工業高等学校 坂出工業高等学校 高瀬高等学校

1:56.13 1:58.19 1:58.41 1:58.92 2:00.65 2:05.26
カワグチ　リョウト サイトウ　フミヤ イズミ　リンタ アキタ　ガク カナオカ　サトシ サカグチ　カイト
川口　稜斗 齊藤　文弥 泉　凜汰 秋田　岳 金岡　智 坂口　海斗
明徳義塾高等学校 大洲高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校

2:03.84 2:08.59 2:09.03 2:11.39 2:15.85 2:16.05
イケグチ　ハル ニシダ　ハルヒ ワタナベ　ユウセイ シモモト　ユウタロウ イケダ　ユキヒト コンドウ　コウヘイ
池口　陽琉 西田　喜陽 渡邉　裕征 下元　悠太郎 池田　幸人 近藤　耕平
坂出工業高等学校 高瀬高等学校 明徳義塾高等学校 明徳義塾高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校

2:09.51 2:13.23 2:19.41 2:25.09 2:27.66 2:28.36
アヤダ　イツキ ムラヤマ　カズアキ オガサワラ　ユキト チカザワ　ゴウキ タイラ　ユウジン
綾田　樹 村山　千旺 小笠原　雪斗 近澤　豪輝 平　悠仁
坂出工業高等学校 坂出工業高等学校 高知海洋高等学校 須崎総合高等学校 那賀高等学校

2:25.07 2:27.41 2:27.87 2:29.54 2:38.10
タニモト　ユメノ キタ　アオイ トクナガ　トモカ イケナガ　カレン イケダ　フミカ オオタ　イズミ
谷本　夢乃 来田　碧 德永　智香 池永　佳蓮 池田　文香 大田　和泉
坂出高等学校 坂出高等学校 大洲高等学校 坂出高等学校 嶺北高等学校 大洲高等学校

2:18.22 2:27.51 2:31.66 2:32.51 2:33.79 2:37.39
マナベ　アヤカ ニシムラ　ハナ ナカイ　カンナ ミズモト　リン ウタカ　ワコ コバヤシ　マキ
真鍋　朱花 西村　花 中居　栞愛 水本　凜 宇田賀　倭子 小林　真姫
高瀬高等学校 大洲高等学校 嶺北高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校 那賀高等学校

2:32.15 2:32.74 2:44.66 2:45.07 3:11.91 3:20.68
カジノ　トモノリ オオバヤシ　シュウ テラダ　ハヤト アキタ　ガク サイトウ　フミヤ オオオカ　ケンシロウ
梶野　知伯 大林　志颯 寺田　隼斗 秋田　岳 齊藤　文弥 大岡　顕志朗
チュウジョウ　タイチ マツモト　コウタ カワグチ　リョウト サカグチ　カイト カナオカ　サトシ マスダ　セイジ
中條　太一 松本　昂大 川口　稜斗 坂口　海斗 金岡　智 増田　誠士
坂出高等学校 坂出工業高等学校 明徳義塾高等学校 那賀高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校

1:52.45 1:53.64 1:59.89 2:05.67 2:07.84 2:27.41
シモモト　ユウタロウ イケグチ　ハル イケダ　ユキヒト コンドウ　コウヘイ チカザワ　ゴウキ サカモト　リンタロウ
下元　悠太郎 池口　陽琉 池田　幸人 近藤　耕平 近澤　豪輝 坂本　倫大朗
ワタナベ　ユウセイ アヤダ　イツキ ナガブチ　カズマ タイラ　ユウジン ハシダ　ナオウ ニシウチ　ソウマ
渡邉　裕征 綾田　樹 長渕　一真 平　悠仁 橋田　奈昊 西内　漱真
明徳義塾高等学校 坂出工業高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校 須崎総合高等学校 高瀬高等学校

2:11.71 2:16.87 2:18.88 2:33.23 2:35.06 2:37.18
キタ　アオイ トクナガ　トモカ イイカワ　サヤ ナカイ　カンナ ニシムラ　ハナ オオギシ　スズリ
来田　碧 德永　智香 飯川　沙弥 中居　栞愛 西村　花 大岸　凉梨
タニモト　ユメノ オオタ　イズミ トミヤマ　コモモ イケダ　フミカ ヒガシ　ナツキ コバヤシ　マキ
谷本　夢乃 大田　和泉 冨山　こもも 池田　文香 東　夏希 小林　真姫
坂出高等学校 大洲高等学校 高瀬高等学校 嶺北高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校

2:11.70 2:21.73 2:24.06 2:26.61 2:34.16 3:01.49
カジノ　トモノリ テラダ　ハヤト サイトウ　フミヤ アキタ　ガク
梶野　知伯 寺田　隼斗 齊藤　文弥 秋田　岳
チュウジョウ　タイチ カワグチ　リョウト キラ　ショウタ サカグチ　カイト
中條　太一 川口　稜斗 吉良　祥大 坂口　海斗
オオイシ　イサム ヤマモト　カイト イズミ　ソウヤ オオオカ　ケンシロウ
大石　勇 山本　凱斗 泉　聡哉 大岡　顕志朗
ニシクボ　リュウセイ ラウ　ハヤト カナオカ　サトシ イワタ　ナギト
西久保　琉成 ラウ　ハヤト 金岡　智 岩田　凪人
坂出高等学校 明徳義塾高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校

1:41.93 1:46.05 1:55.35 1:55.54
イケグチ　ハル イケダ　ユキヒト チカザワ　ゴウキ コンドウ　コウヘイ
池口　陽琉 池田　幸人 近澤　豪輝 近藤　耕平
アヤダ　イツキ ミツオキ　マサキ ハシダ　ナオウ サカイ　カナメ
綾田　樹 光沖　真輝 橋田　奈昊 酒井　要
クボ　ケンスケ ハシ　ミツキ ハマダ　ルイ タイラ　ユウジン
久保　謙介 橋　光希 濵田　瑠生 平　悠仁
ムラヤマ　カズアキ ナガブチ　カズマ ハマグチ　ソウシ イキツカ　ユキト
村山　千旺 長渕　一真 濵口　総司 生塚　幸人
坂出工業高等学校 大洲高等学校 須崎総合高等学校 那賀高等学校

2:03.34 2:07.08 2:33.67 2:44.99
キタ　アオイ ミズモト　リン
来田　碧 水本　凜
タニモト　ユメノ ヒガシ　ナツキ
谷本　夢乃 東　夏希
イケナガ　カレン マエダ　アスカ
池永　佳蓮 前田　明日香
スエカネ　ヒナ ニシムラ　ハナ
末包　姫菜 西村　花
坂出高等学校 大洲高等学校

2:08.32 2:17.07
クロダ　メイ イケダ　アカネ オシダ　サクラコ オオタ　ユキナ マツウラ　ナナコ オハラ　サヤカ
黒田　萌衣 池田　彩香音 押田　桜子 大田　夕希菜 松浦　菜々子 小原　彩香
大洲高等学校 高瀬高等学校 大洲高等学校 大洲高等学校 中村高等学校西土佐分校 明徳義塾高等学校

2:54.81 2:55.02 3:06.44 3:10.45 3:34.21 4:26.09

男子総合優勝 香川県立坂出工業高等学校 29点

女子総合優勝 香川県立坂出高等学校 29点
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