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平成28年度九州カヌースプリント選手権大会

兼九州高等学校カヌー新人大会  兼九州中学校・小学校カヌー大会

兼九州高等学校カヌー新人大会  兼九州中学校・小学校カヌー大会兼九州高等学校カヌー新人大会  兼九州中学校・小学校カヌー大会

兼九州高等学校カヌー新人大会  兼九州中学校・小学校カヌー大会

決勝一覧表

平成２８年１１月４日～１１月６日　宮崎県新富町富田浜漕艇場

　 順位 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位

種目 （８点） （７点） （６点） （５点） （４点） （３点） （２点） （１点）

　

おいえ　ときお うえはら　けいた しもかわ　ひろき たむら　ゆうき さどはら　りょう ふじまき　いさお ひらやま　あおと どうぞの　やまと

　 尾家　季央 上原　慶太 下川　拓樹 田村　祐輝 佐土原　遼 藤巻　力 平山　碧人 堂園　也眞斗

⾼ Ｋ−１ Ｂ 決勝
大分県立大分舞鶴高等学校

鹿児島県立伊佐農林高等学校

福岡県立三潴高等学校 熊本県立人吉高等学校

大分県立大分舞鶴高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 佐賀県立鳥栖工業高等学校

大分県立高田高等学校

2’06 ” 22 2’07 ” 85 2’08 ” 90 2’09 ” 42 2’09 ” 80 2’10 ” 25 2’10 ” 59 2’13 ” 82

　

やまだ　よしと やつはし　たくみ おだわら　りょう くわばら　ひびき たやま　しょうご つつみ　りょうじ はら　けいたろう ながた　せいや

　 山田　義人 八橋　巧 小田原　涼 桑原　響 田山　昇吾 堤　亮二 原　慶太朗 永田　聖哉

⾼ Ｋ−１ Ａ 決勝
沖縄県立沖縄水産高等学校

福岡県立三潴高等学校 大分県立高田高等学校 大分県立高田高等学校

熊本県立球磨工業高等学校

福岡県立三潴高等学校

大分県立大分舞鶴高等学校 長崎県立長崎鶴洋高等学校

1’59 ” 85 2’00 ” 42 2’01 ” 20 2’02 ” 44 2’03 ” 79 2’04 ” 31 2’06 ” 36 2’08 ” 21

 

いしくら　まさや やまだ　だいち おがわ　けんたろう たやま　たいせい なかの　ゆうだい みやぐに　ゆきなる おおいし　しゅん たにざき　あきと

 
石藏　昌也 山田　大地 小川　健太郎 田山　大誠 中野　雄大 宮国　志匠 大石　舜 谷崎　晃登

⾼ Ｃ−１ Ｂ 決勝
熊本県立人吉高等学校

宮崎県立宮崎工業高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 熊本県立球磨工業高等学校

福岡県立三潴高等学校

沖縄県立沖縄水産高等学校 大分県立大分豊府高等学校
佐賀県立伊万里農林高等学校

2’11 ” 59 2’13 ” 36 2’14 ” 20 2’15 ” 01 2’15 ” 55 2’16 ” 23 2’19 ” 04 2’26 ” 11

しんがい　たつや ささき　しゅうと いわお　りょう かなまる　しんぺい しいば　けんせい いまき　ゆうや たかひら　かいと はっとり　めぐみ

新貝　達哉 佐々木　修斗 岩男　凌 金丸　慎平 椎葉　懸生 今木　悠哉 髙比良　海斗 服部　恵海

⾼ Ｃ−１ Ａ 決勝
大分県立大分豊府高等学校

福岡県立三潴高等学校 大分県立高田高等学校 大分県立高田高等学校

熊本県立球磨工業高等学校

楊志館高等学校

長崎県立長崎鶴洋高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校

2’14 ” 99 2’17 ” 06 2’19 ” 30 2’20 ” 85 2’21 ” 54 2’22 ” 26 2’25 ” 56 2’28 ” 39

たかはし　りなこ たじま　ゆな もみき　あやの わたなべ　なみ かわの　ゆき みずもと　あおい はら　ちはる たまい　ななこ

高橋　莉奈子 田嶋　祐奈 籾木　彩乃 渡邊　南美 川野　由貴 水本　碧 原　千遥 玉井　菜七子

熊本県立球磨工業高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校

長崎県立西陵高等学校

大分県立大分豊府高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校

2’19 ” 79 2’25 ” 40 2’26 ” 12 2’28 ” 22 2’28 ” 75 2’29 ” 54 2’30 ” 19 2’30 ” 96

わたぬき　ゆき たにわき　ともな うめざき　あかり こくぼ　ことね ながとも　えりか すぎた　ゆうか ながた　まゆ かい　ひめか

綿貫　由希 谷脇　知那 梅崎　茜吏 小久保　琴音 長友　枝里夏 杉田　祐佳 永田　真由 甲斐　妃香

大分県立大分舞鶴高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校
鹿児島県立鹿屋農業高等学校

宮崎県立宮崎商業高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校

2’11 ” 38 2’15 ” 20 2’19 ” 46 2’20 ” 61 2’23 ” 16 2’25 ” 09 2’28 ” 53 2’29 ” 45

 

くわばら　ひびき やつはし　たくみ はら　けいたろう まえかわ　よしゆき しいば　ゆうと ながた　せいや こばやし　りゅうのすけ うえはら　けいた

 
桑原　響 八橋　巧 原　慶太朗 前川　昌之 椎葉　裕斗 永田　聖哉 小林　隆之介 上原　慶太

 

おだわら　りょう つつみ　りょうじ さどはら　りょう たむら　ゆうた たやま　しょうご じょうだい　さとる しらき　りょうた たぞこ　たくや

⾼ Ｋ−２ 決勝
小田原　涼 堤　亮二 佐土原　遼 田村　勇太 田山　昇吾 城臺　悟 白木　涼太 田底　拓也

大分県立高田高等学校 福岡県立三潴高等学校

大分県立大分舞鶴高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 長崎県立長崎鶴洋高等学校

沖学園中学・高等学校

鹿児島県立伊佐農林高等学校

2’04 ” 20 2’07 ” 60 2’08 ” 26 2’09 ” 99 2’13 ” 17 2’13 ” 84 2’15 ” 23 2’17 ” 19

 

しいば　けんせい のがみ　なおと やまだ　だいち ささき　しゅうと わかすぎ　たいし みぎた　まさたか いわお　りょう おおくぼ　ひろと

 
椎葉　懸生 野上　直人 山田　大地 佐々木　修斗 若杉　太志 右田　眞崇 岩男　凌 大久保　大登

 

しいば　しゅん かなまる　しんぺい ふじもと　しんのすけ なかの　ゆうだい まわたり　こうへい たやま　たいせい さかい　しゅん みやぐに　ゆきなる

⾼ Ｃ−２ 決勝
椎葉　峻 金丸　慎平 藤本　真ノ介 中野　雄大 馬渡　航平 田山　大誠 酒井　駿 宮国　志匠

熊本県立球磨工業高等学校

大分県立高田高等学校

宮崎県立宮崎工業高等学校

福岡県立三潴高等学校 長崎県立西陵高等学校

熊本県立球磨工業高等学校

大分県立高田高等学校

沖縄県立沖縄水産高等学校

2’27 ” 32 2’29 ” 35 2’30 ” 22 2’30 ” 83 2’36 ” 13 2’36 ” 89 2’37 ” 53 2’38 ” 04

 

わたぬき　ゆき うめざき　あかり たにわき　ともな もみき　あやの ながた　まゆ すぎた　ゆうか たじま　ゆな うえだ　あやめ

 
綿貫　由希 梅崎　茜吏 谷脇　知那 籾木　彩乃 永田　真由 杉田　祐佳 田嶋　祐奈 上田　あやめ

 

かい　ひめか ながとも　えりか たまい　ななこ かわの　ゆき たかはし　りなこ かわかみ　さおり　 やの　まい くらもと　れいな

甲斐　妃香 長友　枝里夏 玉井　菜七子 川野　由貴 高橋　莉奈子 川上　紗緒里 矢野　真泉 倉本　怜奈

大分県立大分舞鶴高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校

熊本県立水俣高等学校

2’30 ” 77 2’31 ” 18 2’36 ” 76 2’37 ” 08 2’37 ” 35 2’38 ” 41 2’42 ” 97 2’44 ” 91

たけざき　あん しゅ　あきえ いもと　みこと こが　せいな

竹崎　杏 朱　昭衣 井本　海琴 古賀　聖菜

熊本県立球磨工業高等学校

熊本県立水俣高等学校 大分県立高田高等学校 佐賀県立神埼高等学校

3’41 ” 64 4’18 ” 87 4’28 ” 99 7’01 ” 74

1位 2位 3位

大分県立高田高等学校 福岡県立三潴高等学校

熊本県立球磨工業高等学校

39 点 29 点 23 点

1位 2位 3位

宮崎県立宮崎商業高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校

28 点 19 点 13 点

女子総合

⾼ ＷＫ−１ Ｂ 決勝

⾼ ＷＫ−１ Ａ決勝

⾼ ＷＫ−２ 決勝

⾼ ＷC−１ 決勝

男子総合


