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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 500m
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

兵庫県立芦屋国際中等教育学校 静岡県立川根高等学校 山梨県立富士河口湖高等学校 奈良県立奈良情報商業高等学校・商業高等学校

1:51.155 1:51.532 1:52.495 1:52.692 1:52.732 1:53.555 1:53.618

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

白岩　寛大 村橋　慶太郎 宮川　駿平 中田　寛治郎 小野島　夏 朝比奈　隼正 武田　朝樹

正則学園高等学校 滋賀県立北大津高等学校 京都府立丹後緑風高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 八千代松陰高等学校

前田　瑞季 白根　巧巳 平井　快 田中　陸登 河野　文晃

1:53.728 1:56.072

男子 K-2

佐藤　仁法 村橋　慶太郎 八島　友太 栁本　剣士 上野　文象 杉本　七色 小野島　夏 山田　悠斗 河野　賢晃

押野　優太 柿本　優斗 越後　優太 河野　成玖

男子 K-1

沼田　蒼太朗 中岡　誠琉

山梨県立富士河口湖高等学校 静岡県立川根高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 島根県立島根中央高等学校

1:42.548 1:43.138 1:44.241 1:45.295 1:46.338 1:47.558 1:49.015 1:49.018 1:52.565

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

白岩　寛大 栁本　剣士 朝比奈　隼正 寺田　隼斗 山田　悠斗

男子 K-4

佐藤　仁法 渡辺　康晴 植出　士虎 八島　友太

押野　優太 田井　翔也 大見　省吾 越後　優太

荒木　啓佑 大林　志颯 吉村　颯人 奥山　拓海

設楽　大樹 松本　昂大 河野　賢晃

古井　暉平 水江　海人 白根　巧巳 山本　凱斗 生田　翔

田村　駿輔 河野　成玖 杉本　七色 川口　稜斗 田中　陸登

岡本　悠心

山形県立谷地高等学校 香川県立坂出工業高等学校 島根県立島根中央高等学校 宮城県中新田高等学校 京都府立丹後緑風高等学校 大分県立高田高等学校 山梨県立富士河口湖高等学校 明徳義塾中学・高等学校 熊本県立球磨工業高等学校

菅原　優矢 才田　優 清水　塁 佐野　暁亮 LAU　HAYATO

1:39.430 1:39.633 1:39.650 1:40.200

男子 C-1

濵本　子龍 池口　陽琉 山城　翔 齋藤　大豪 安部　神維 福島　悠斗 西田　喜陽 城島　寿成

和歌山県立神島高等学校 香川県立坂出工業高等学校

1:35.293 1:35.716 1:36.463 1:36.676 1:37.570

佐賀県立神埼高等学校

2:04.815 2:07.391 2:08.455 2:08.998 2:09.171 2:09.341 2:11.778 2:12.498

沖縄県立沖縄水産高等学校 愛知県立三好高等学校 山形県立谷地高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 香川県立高瀬高等学校

稲葉　悠人 松本　皐暉 古賀　晴喜 大塚　隆生 大畑　盤里

男子 C-2

中山　直大 福島　悠斗 髙瀬　七洋 山城　翔

吉田　朋矢 中村　真一郎 小松原　純太 山城　瑞希

和歌山県立神島高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 群馬県立館林商工高等学校 沖縄県立沖縄水産高等学校

1:57.598 1:57.918 1:59.738

名鉄学園杜若高等学校 富士学苑高等学校 長崎県立西陵高等学校 大分県立高田高等学校 富山県立富山北部高等学校

前田　楓斗 仲沢　和 内野　大雅 阿部　亮太 鳥取　一吹

2:10.625

男子 C-4

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

小松原　純太 巖谷　直音 日髙　志哉 大谷　怜 磯田　朔冶

2:00.361 2:02.725 2:04.531 2:05.205 2:08.711

綾田　樹 内野　大雅

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

村山　千旺 前川　大和

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

野田　哲兵 前田　楓斗 宇田津　蓮 依田　悠生 浦部　輝

1:54.435 2:03.568

女子 WK-1

岩井　瑞希 小林　陽菜 鈴木　葉月 谷本　夢乃 寺岡　夏鈴 村橋　穂香 植木　春華 鈴木　彩音 三島　まりあ

武庫川女子大学附属高等学校 滋賀県立大津高等学校

1:49.061 1:52.378 1:52.851 1:53.571 1:54.188

人間環境大学附属岡崎高等学校 島根県立出雲農林高等学校

2:07.438 2:08.158 2:09.835 2:10.605 2:11.248 2:12.681 2:14.181 2:15.065 2:15.681

山形県立谷地高等学校 香川県立坂出高等学校 千葉県立小見川高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 学校法人　大口明光学園高等学校

荒井　悠那 髙岡　明音 岩井　瑞希 上田　桃華 山口　結子

女子 WK-2

三島　まりあ 村橋　穂香 鈴木　葉月 谷本　夢乃

橋本　寧々 奈須　天希 鈴木　紅葉 来田　碧

島根県立出雲農林高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 山形県立谷地高等学校 香川県立坂出高等学校

1:55.542 1:56.525 1:59.115

名鉄学園杜若高等学校 千葉県立小見川高等学校 武庫川女子大学附属高等学校 大分県立高田高等学校 滋賀県立大津高等学校

井原　結衣 寺岡　夏鈴 庄治　伶 後藤　唯華 小林　陽菜

2:06.0482:00.012 2:00.218 2:00.595 2:04.102 2:04.772
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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 500m
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 鈴木　ひろみ 小畑　未侑 谷本　夢乃 馬渡　花歩 深川　満那 野村　琴心

奈須　天希 鈴木　紅葉 橋本　寧々 小笠原　瑠茉 仲　香遥

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

来田　碧 鐘ヶ江　愛華 砂場　彩衣佳 松尾　美寿

若松　澪 橋本　碧唯 周藤　はるか 長山　来未 佐藤　美祢 池永　佳蓮 川口　日菜子 三澤　綾香 城野　愛子

末包　姫菜 村川　芽衣 河本　結衣 松井　来美

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 名鉄学園杜若高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 香川県立坂出高等学校 長崎県立西陵高等学校 富山県立富山北部高等学校 兵庫県立国際高等学校

鳥原　菜奈美 阿部　未侑 廣戸　舞 柳田　彩実 新居　美月

1:55.483 1:56.253 1:56.307 1:56.537

女子 WC-1

松葉　優乃 中道　綺華 有田　和華子 荒木　詩月 沖野　星 野田　美里 水谷　瑠李 小野島　愛 段田　千尋

宮崎県立宮崎商業高等学校 宮崎県立宮崎工業高等学校

1:45.893 1:48.287 1:51.300 1:53.820 1:54.807

競技委員長 審判部長

静岡県立川根高等学校 滋賀県立大津高等学校

2:30.664 2:32.861 2:34.174 2:36.334 2:40.654 2:45.004 2:47.768 2:50.841 2:59.628

宮崎県立宮崎商業高等学校 山形県立谷地高等学校 新潟県立分水高等学校 長崎県立長崎鶴洋高等学校 三重県立桑名西高等学校


