
平成25年度全九州高等学校体育大会第10回全九州高等学校カヌー競技大会　
決勝成績一覧表

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 第9位

種目 （８点） （７点） （６点） （５点） （４点） （３点） （２点） （１点） （0点）

前田　公明 稲積　祐人 白羽根　隼 山﨑　慶人 荒牧　翔悟 田口　晃平 中間　大地 比嘉　宣友 山本　純輝

鹿屋 大分舞鶴 宮崎大宮 高田 長崎鶴洋 水俣・水俣工業 楊志館 沖縄水産 球磨工業

1’51 ” 56 1’51 ” 72 1’53 ” 49 1’53 ” 93 1’55 ” 00 1’55 ” 41 1’55 ” 73 1’58 ” 21 2’02 ” 16

白羽根　隼 桑原　利旺 菅　大樹 田口　晃平 稲積　祐人 佐野　光 荒牧　翔悟 上野　修平 大木　崇史

宮原　英司 小森　秀一 寺島　崚一郎 池苗　大樹 高橋　智哉 豊永　理人 小宮　　駿 西林　勇樹 平原　嘉己

宮崎大宮 長崎西 西陵 水俣・水俣工業 大分舞鶴 人吉 長崎鶴洋 三潴 宮崎工業

1’44 ” 51 1’45 ” 39 1’45 ” 80 1’46 ” 12 1’46 ” 48 1’48 ” 11 1’50 ” 38 1’51 ” 16 1’51 ” 58

佐野　光 棚原　巧 菅　大樹 藤田　誠也 白羽根　隼 上野　修平 大木　崇史 桑原　利旺 山﨑　慶人

豊永　理人 米須　清一郎 寺島　崚一郎 伊藤　圭二郎 宮原　英司 西林　勇樹 高橋　克也 小森　秀一 在永　好伸

尾方　康介 比嘉　宣友 光井　耕介 田口　晃平 須志田　史也 今石　陸哉 渡邊　直道 末次　晶 松成　佑斗

宮﨑　俊彰 安里　宗悦 緒方　正意 池苗　大樹 谷脇　壮真 山田　健司 平原　嘉己 小川　海 早田　悠一郎

人吉 沖縄水産 西陵 水俣・水俣工業 宮崎大宮 三潴 宮崎工業 長崎西 高田

1’37 ” 83 1’38 ” 01 1’39 ” 62 1’39 ” 93 1’40 ” 23 1’41 ” 24 1’41 ” 57 1’42 ” 58 1’43 ” 94

大仲　雅人 竹崎　芳熙 湯浅　翔太 熊井　友弥 森田　考博 川田　雄野 西田　熙貴 川上　祐輝 末吉　集人

沖縄水産 球磨工業 三潴 高田 楊志館 沖縄水産 球磨工業 宮崎大宮 沖縄水産

2’03 ” 96 2’04 ” 49 2’05 ” 22 2’06 ” 14 2’06 ” 42 2’06 ” 72 2’07 ” 38 2’08 ” 17 2’13 ” 50

大城　就一 西田　熙貴 川上　祐輝 西川　　諒 竹崎　芳熙 犬童　俊樹 田中　璃己 安藤　龍大 末吉　集人

仲宗根　脩真 廣田　裕一 疋田　峻平 濱田　貴史 出口　由也 恒松　知輝 湯浅　翔太 熊井　友弥 大仲　雅人

沖縄水産 球磨工業 宮崎大宮 長崎鶴洋 球磨工業 球磨工業 三潴 高田 沖縄水産

1’54 ” 09 1’57 ” 29 1’58 ” 40 1’59 ” 47 1’59 ” 67 2’00 ” 18 2’00 ” 48 2’00 ” 92 2’10 ” 01

大城　就一 竹崎　芳熙 川上　祐輝 森田　考博 安藤　龍大 野中　貴宏 古賀　統輝 松浦　知輝

仲宗根　脩真 出口　由也 疋田　峻平 平川　昂輝 進藤　恵太郎 北村　知也 柴﨑　凌一郎 嶋田　善紀

末吉　集人 西田　熙貴 児玉　陸 麻生　幹太 安松　孝 佐藤　光 深堀　恒輔 松久保　孝太

大仲　雅人 廣田　裕一 奥松　慧士 川野　拓真 杉本　湧也 吉村　光司 松尾　洸貴 後藤　裕登

沖縄水産 球磨工業 宮崎大宮 楊志館 高田 神埼 長崎西 宮崎工業

1’48 ” 04 1’50 ” 06 1’53 ” 58 1’54 ” 36 2’01 ” 25 2’05 ” 18 2’05 ” 62 2’05 ” 95

Ｃ－４

平成25年6月14日～16日　久留米市筑後川特設カヌーコース

Ｋ－１

Ｋ－２

Ｋ－４

Ｃ－１

Ｃ－２



志賀　彩世 永田　春佳 森　愛奈 藤井　恵理奈 山元　玲奈 横山　彩乃 永田　夕奈

大分舞鶴 球磨工業 長崎鶴洋 水俣・水俣工業 宮崎商業 宮崎商業 宮崎商業

2’09 ” 88 2’12 ” 48 2’12 ” 76 2’16 ” 89 2’17 ” 55 2’18 ” 08 2’18 ” 64

永田　夕奈 三浦　桜子 藤井　恵理奈 吉原　瑠梨 岡　玲奈 安藤　佑姫 森　愛奈 松尾　沙貴 金子　颯華

山元　玲奈 木村　礼美 松永　あゆり 横山　彩乃 桐明　輝子 長屋　美優 永田　悠莉 長橋　明香 竹下　夢乃

宮崎商業 大分豊府 水俣・水俣工業 宮崎商業 三潴 宮崎商業 長崎鶴洋 長崎西 水俣・水俣工業

2’04 ” 07 2’04 ” 68 2’05 ” 00 2’05 ” 32 2’05 ” 83 2’07 ” 28 2’08 ” 09 2’10 ” 95 2’11 ” 82

木下　侑紀 藤井　恵理奈 吉原　瑠梨 松尾　沙貴 遠藤　優 三浦　桜子 尾方　萌利 西嶋　晃里 竹田　利奈

田中　香奈 松永　あゆり 横山　彩乃 長橋　明香 桑原　風香 木村　礼美 横山　碧海 中島　結菜 宮ノ原　千覚

岡　玲奈 金子　颯華 永田　夕奈 馬田　優香 後藤　真樹 堤　晴子 佐田　明加理 田中　里奈 上和田　彩歌

桐明　輝子 竹下　夢乃 山元　玲奈 栗林　花那 山田　佳奈 日高　奈美 上村　愛実 塚原　悠里那 岡留　唯

三潴 水俣・水俣工業 宮崎商業 長崎西 高田 大分豊府 人吉 三潴 大島北

1’50 ” 68 1’52 ” 46 1’53 ” 49 1’57 ” 63 2’00 ” 30 2’03 ” 64 2’04 ” 45 2’06 ” 19 2’06 ” 79

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

男子総合 沖縄水産 宮崎大宮 球磨工業 女子総合 宮崎商業 水俣・水俣工業 三潴

点数 ３５点 ３１点 ３０点 点数 ３１点 １８点 １３点

ＷＫ－１

ＷＫ－４

ＷＫ－２


