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4位
選手名 / 所属名 / タイム

令和４年度　全国高等学校総合体育大会　カヌー競技大会

決勝記録一覧 200m
種目

選手名 / 所属名 / タイム 選手名 / 所属名 / タイム

6位 7位
選手名 / 所属名 / タイム 選手名 / 所属名 / タイム

1位 2位

奈良県立奈良情報商業高等学校・商業高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 高知県立嶺北高等学校 和歌山県立田辺工業高校

39.581 39.691 39.975 40.518 40.561 40.615 40.745

選手名 / 所属名 / タイム 選手名 / 所属名 / タイム 選手名 / 所属名 / タイム

8位 9位
選手名 / 所属名 / タイム

5位3位

中岡　誠琉 大瀬　空 河野　成玖 武田　朝樹 村橋　慶太郎 上野　文象 岩瀨　智哉

八千代松陰高等学校 正則学園高等学校 滋賀県立北大津高等学校 熊本県立人吉高等学校 大分県立高田高等学校

前田　瑞季 濱本　琥丈郎 河野　文晃 中條　太一 武田　朝樹

40.895 41.871

男子 K-2

村橋　慶太郎 佐藤　仁法 栁本　剣士 八島　友太 上野　文象 岩瀨　智哉 河野　賢晃 梶野　知伯 竹村　翔太

柿本　優斗 押野　優太 河野　成玖 越後　優太

男子 K-1

宮川　駿平 沼田　蒼太朗

和歌山県立田辺工業高校 島根県立島根中央高等学校 香川県立坂出高等学校 奈良県立奈良情報商業高等学校・商業高等学校

36.396 36.446 36.869 37.236 38.236 38.936 38.946 38.953 39.443

宮崎県立宮崎大宮高等学校 山形県立谷地高等学校 大分県立高田高等学校 宮城県中新田高等学校 高知県立嶺北高等学校

村橋　慶太郎 白岩　寛大 寺田　隼斗 栁本　剣士 吉岡　凛太郎

男子 K-4

佐藤　仁法 渡辺　康晴 八島　友太 植出　士虎

押野　優太 田井　翔也 越後　優太 大見　省吾

荒木　啓佑 大林　志颯 奥山　拓海 吉村　颯人

設楽　大樹 松本　昂大 菅原　優矢

錦織　秀太 古井　暉平 山本　凱斗 水江　海人 小原　獅音

柿本　優斗 田村　駿輔 川口　稜斗 河野　成玖 松本　誉也

岸下　修人

山形県立谷地高等学校 香川県立坂出工業高等学校 宮城県中新田高等学校 島根県立島根中央高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 京都府立丹後緑風高等学校 明徳義塾中学・高等学校 大分県立高田高等学校 長崎県立西陵高等学校

河野　賢晃 宮永　道 才田　優 LAU　HAYATO 清水　塁

36.379 36.562 37.162 37.449

男子 C-1

濵本　子龍 白土　龍輝 渡邉　裕征 片伊勢　志哉 池口　陽琉 安部　神維 齋藤　大豪 福島　悠斗 松本　皐暉

和歌山県立神島高等学校 茨城県立那珂湊高等学校

35.342 35.516 35.699 35.916 36.172

宮崎県立宮崎商業高等学校 富士学苑高等学校

45.506 45.953 46.009 46.119 46.596 46.753 46.759 46.809 47.553

明徳義塾中学・高等学校 島根県立出雲農林高等学校 香川県立坂出工業高等学校 山形県立谷地高等学校 愛知県立三好高等学校

山城　翔 髙瀬　七洋 池口　陽琉 大畑　盤里

男子 C-2

福島　悠斗 中山　直大 渡邉　裕征 稲葉　悠人

中村　真一郎 吉田　朋矢 下元　悠太郎 前田　楓斗

宮崎県立宮崎商業高等学校 和歌山県立神島高等学校 明徳義塾中学・高等学校 名鉄学園杜若高等学校

43.925 43.995 44.085

沖縄県立沖縄水産高等学校 群馬県立館林商工高等学校 香川県立坂出工業高等学校 富山県立富山北部高等学校

山城　瑞希 小松原　純太 綾田　樹 鳥取　一吹

男子 C-4

髙瀬　七洋 池口　陽琉 阿部　蒼斗 橋本　和武 片伊勢　志哉 戸髙　和也 古賀　晴喜 光沖　真輝

小松原　純太 綾田　樹 巖谷　直音 大谷　怜 磯田　朔冶

44.501 44.638 45.465 46.161 46.675

日髙　志哉 内野　大雅 池田　幸人

小岩　稜太 久保　謙介 稲葉　悠人 阪本　大智 漆谷　海里 溝口　康介 圓能寺　直央 長渕　一真

宇田津　蓮 前川　大和 橋　光希

群馬県立館林商工高等学校 香川県立坂出工業高等学校 名鉄学園杜若高等学校 滋賀県立大津高等学校 島根県立出雲農林高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 長崎県立西陵高等学校 愛媛県立大洲高等学校

野田　哲兵 村山　千旺 前田　楓斗 依田　悠生 浦部　輝

43.566 45.109 45.199

女子 WK-1

鈴木　葉月 小林　陽菜 鈴木　彩音 植木　春華 村橋　穂香 岩井　瑞希 深川　満那 寺岡　夏鈴 谷本　夢乃

山形県立谷地高等学校 滋賀県立大津高等学校

41.306 41.633 42.136 42.713 42.803

千葉県立小見川高等学校 香川県立坂出高等学校

45.762 45.775 46.805 46.895 47.349 47.382 47.399 47.749 47.892

人間環境大学附属岡崎高等学校 学校法人　大口明光学園高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 武庫川女子大学附属高等学校 富山県立富山北部高等学校

谷本　夢乃 深川　満那 植木　春華 上田　桃華 髙岡　明音

女子 WK-2

村橋　穂香 三島　まりあ 鈴木　葉月 荒井　悠那

奈須　天希 橋本　寧々 鈴木　紅葉 井原　結衣

宮崎県立宮崎商業高等学校 島根県立出雲農林高等学校 山形県立谷地高等学校 名鉄学園杜若高等学校

42.208 42.828 43.818

香川県立坂出高等学校 富山県立富山北部高等学校 学校法人　大口明光学園高等学校 大分県立高田高等学校 千葉県立小見川高等学校

来田　碧 砂場　彩衣佳 児島　晴子 後藤　唯華 寺岡　夏鈴

45.96245.078 45.192 45.395 45.645 45.828
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安井國士佐藤幸也

令和４年度　全国高等学校総合体育大会　カヌー競技大会

選手名 / 所属名 / タイム 選手名 / 所属名 / タイム 選手名 / 所属名 / タイム

決勝記録一覧 200m
種目

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位
選手名 / 所属名 / タイム 選手名 / 所属名 / タイム 選手名 / 所属名 / タイム

女子 WK-4

村橋　穂香 鈴木　葉月 三島　まりあ 谷本　夢乃 馬渡　花歩 小畑　未侑 深川　満那 鈴木　ひろみ 内村　千恵

奈須　天希 鈴木　紅葉 橋本　寧々 来田　碧 鐘ヶ江　愛華

選手名 / 所属名 / タイム選手名 / 所属名 / タイム 選手名 / 所属名 / タイム

仲　香遥 砂場　彩衣佳 小笠原　瑠茉 根田　心桃

若松　澪 橋本　碧唯 周藤　はるか 池永　佳蓮 川口　日菜子 佐藤　美祢 三澤　綾香 長山　来未 阿部　いろは

新居　美月 河本　結衣 柳田　彩実 齊藤　茉衣

宮崎県立宮崎商業高等学校 山形県立谷地高等学校 島根県立出雲農林高等学校 香川県立坂出高等学校 長崎県立西陵高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 富山県立富山北部高等学校 名鉄学園杜若高等学校 岩手県立不来方高等学校

鳥原　菜奈美 阿部　未侑 廣戸　舞 末包　姫菜 村川　芽衣

44.342 44.595 44.662 47.032

女子 WC-1

中道　綺華 松葉　優乃 荒木　詩月 有田　和華子 沖野　星 斎藤　茉波美 小野島　愛 亀井　玲利 野田　美里

宮崎県立宮崎工業高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校

40.262 40.425 41.892 43.948 44.118

競技委員長 審判部長

滋賀県立大津高等学校 長崎県立長崎鶴洋高等学校

53.523 55.000 55.143 55.833 56.836 57.026 58.556 58.810 1:00.660

山形県立谷地高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 新潟県立分水高等学校 群馬県立西邑楽高等学校 静岡県立川根高等学校


