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平成26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２６年１０月２４日～１０月２６日　熊本県菊池市斑蛇口湖ボート場

　 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）

　

やまだ　ゆうや かわはら　せいや たはら　りょうた ふじかわ　かずき ふじた　たいが ひろよし　けいと みやざき　かおる もりやま　たかふみ

　 山田　悠也 川原　成弥 田原　瞭太 藤川　一輝 藤田　大雅 廣吉　圭登 宮崎　薫 森山　尭史

高　Ｋ－１ Ｂ　決勝 大分県立高田高等学校 長崎県立西陵高等学校 熊本県立人吉高等学校

熊本県立球磨工業高等学校
鹿児島県立伊佐農林高等学校

長崎県立西陵高等学校 熊本県立水俣高等学校

大分県立大分豊府高等学校

1’59 ” 58 2’00 ” 36 2’00 ” 57 2’00 ” 96 2’02 ” 18 2’02 ” 69 2’02 ” 94 2’03 ” 23

　

まえだ　まさひろ うちの　なおふみ むらはし　ゆうたろう いまほり　しゅん やまぐち　じゅんや まつお　けいた かま　ひろと おか　ゆうき

　 前田　将宏 内野　直歩 村橋　優太郎 今堀　峻 山口　純也 柗尾　啓太 釜　寛登 岡　優樹

高　Ｋ－１ Ａ　決勝

鹿児島県立鹿屋高等学校 長崎県立長崎西高等学校
宮崎県立宮崎大宮高等学校 熊本県立球磨工業高等学校

熊本県立水俣高等学校

佐賀県立鳥栖工業高等学校

熊本県立水俣高等学校 福岡県立三潴高等学校

1’55 ” 35 1’55 ” 64 1’56 ” 62 1’57 ” 00 1’57 ” 41 1’59 ” 53 1’59 ” 89 2’02 ” 63

　

かみさと　たいき たかだ　しゅん おおつぼ　だいち おおかき　ゆうへい だんむら　かける まなご　しょうき うちの　たかまさ たかはし　かずや

　 神里　大稀 髙田　駿 大坪　大地 大柿　佑平 段村　　翔 眞名子　彰希 内野　貴将 髙橋　和也

高　Ｃ－１ Ｂ　決勝

沖縄県立沖縄水産高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 長崎県立長崎鶴洋高等学校 宮崎県立宮崎工業高等学校

2’08 ” 52 2’10 ” 44 2’11 ” 61 2’12 ” 89 2’13 ” 79 2’14 ” 14 2’14 ” 67 2’15 ” 32

みやはら　なおや いまなが　たくみ さとう　こうせい なかやま　こうしん やましろ　ゆうや やました　りょうま ひだか　あきと ゆの　しゅうと

宮原　直也 今永　匠 佐藤　洸誠 中山　航信 山城　勇也 山下　遼真 日高　明都 柚野　秀斗

高　Ｃ－１ Ａ　決勝

鹿児島県立鹿屋農業高等学校

福岡県立三潴高等学校 楊志館高等学校 長崎県立西陵高等学校

沖縄県立沖縄水産高等学校 長崎県立長崎鶴洋高等学校
鹿児島県立伊佐農林高等学校

大分県立大分舞鶴高等学校

2’01 ” 79 2’03 ” 13 2’04 ” 48 2’06 ” 25 2’09 ” 69 2’10 ” 15 2’13 ” 52 2’13 ” 83

いしばし　はるか ながた　ゆうり たけした　りな やまもと　あゆか みずたに　なつこ さとう　ちはる　　 たかき　ともみ はらさき　せいか

石橋  遥 永田　悠莉 竹下　理奈 山本　歩加 水谷　夏子 佐藤　千春 髙木　朋美 原崎　正夏

福岡県立三潴高等学校

長崎県立長崎鶴洋高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校
長崎県立長崎西高等学校

長崎県立西陵高等学校 福岡県立三潴高等学校 熊本県立水俣高等学校

長崎県立長崎西高等学校

2’16 ” 29 2’16 ” 66 2’19 ” 79 2’22 ” 19 2’23 ” 52 2’24 ” 56 2’25 ” 56 2’27 ” 59

もり　あきな さこだ　あれん たにぐち　ゆい えはら　あんな さとう　まどか つかはら　ゆりな なかしま　まおこ おおさわ　あやみ

森　愛奈 迫田　彩蓮 谷口　結夢 江原　杏菜 佐藤　まどか 塚原 悠里那 中島　眞生子 大澤　彩美

長崎県立長崎鶴洋高等学校
鹿児島県立伊佐農林高等学校

宮崎県立宮崎大宮高等学校

福岡県立三潴高等学校

長崎県立長崎西高等学校

福岡県立三潴高等学校

長崎県立長崎西高等学校
宮崎県立宮崎大宮高等学校

2’07 ” 07 2’10 ” 07 2’11 ” 84 2’12 ” 83 2’13 ” 93 2’15 ” 92 2’16 ” 54 2’21 ” 25

　

かま　ひろと いまほり　しゅん おか　ゆうき かわはら　せいや やまだ　ゆうや むらた　けんすけ もりやま　たかふみ たむら　しょうへい

　 釜　寛登 今堀　峻 岡　優樹 川原　成弥 山田　悠也 村田　健輔 森山　尭史 田村　翔平

　

やまぐち　じゅんや ふじかわ　かずき まつだ　うんぺい ひろよし　けいと やまさき　ひろき すみ　ゆうたろう よしだ　わたる たはら　りょうた

高　Ｋ－２ 決勝 山口　純也 藤川　一輝 松田　雲兵 廣吉　圭登 山﨑　弘樹 角　祐太朗 吉田　航 田原　瞭太

熊本県立水俣高等学校

熊本県立球磨工業高等学校

福岡県立三潴高等学校 長崎県立西陵高等学校 大分県立高田高等学校

長崎県立長崎西高等学校
大分県立大分豊府高等学校

熊本県立人吉高等学校

1’49 ” 88 1’50 ” 76 1’51 ” 10 1’52 ” 04 1’53 ” 15 1’54 ” 78 1’56 ” 62 転覆

　

たかむら　らい やましろ　ゆうや なかやま　こうしん ごとう　たくと まなご　しょうき ゆの　しゅうと みやはら　ともや まえかわ　てつき

　 高村　來 山城　勇也 中山　航信 後藤　卓登 眞名子　彰希 柚野　秀斗 宮原　知也 前川　哲輝

　

たかだ　しゅん かみさと　たいき うしろだ　りゅうたろう たかはし　かずや だんむら　かける はしもと　さとし ひだか　あきと みやぐに　しゅうえい

高　Ｃ－２ 決勝 髙田　駿 神里　大稀 後田　龍太郎 髙橋　和也 段村　　翔 橋本　聡 日高　明都 宮国　秀会

熊本県立球磨工業高等学校 沖縄県立沖縄水産高等学校

長崎県立西陵高等学校

宮崎県立宮崎工業高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校
鹿児島県立伊佐農林高等学校

沖縄県立沖縄水産高等学校

1’59 ” 99 2’00 ” 30 2’01 ” 56 2’03 ” 67 2’05 ” 06 2’05 ” 75 2’06 ” 18 2’09 ” 52

　

えはら　あんな ながた　ゆうり おおさわ　あやみ たけした　りな いしばし　はるか のぐち　ひかる やまもと　あゆか すずき　みこと

　 江原　杏菜 永田　悠莉 大澤　彩美 竹下　理奈 石橋  遥 野口　ひかる 山本　歩加 鈴木　美采

　

つかはら　ゆりな もり　あきな たにぐち　ゆい なかはら　ゆめの さとう　ちはる　　 とうま　かおり わたなべ　あやこ まるやま　なな

塚原 悠里那 森　愛奈 谷口　結夢 中原　夢乃 佐藤　千春 當麻　香織 渡邊　綾子 丸山　菜々

福岡県立三潴高等学校

長崎県立長崎鶴洋高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校

福岡県立三潴高等学校 長崎県立西陵高等学校

長崎県立長崎西高等学校
宮崎県立宮崎大宮高等学校

2’03 ” 16 2’07 ” 00 2’07 ” 53 2’10 ” 87 2’11 ” 23 2’13 ” 57 2’13 ” 84 2’20 ” 28

１位 ２位 ３位 ３位 １位 ２位 ３位

熊本球磨工業 長崎西陵 福岡三潴 熊本水俣 福岡三潴 長崎鶴洋 宮崎大宮

24 点 16 点 14 点 14 点 20 点 15 点 14 点

女子総合

高　ＷＫ－１ Ｂ　決勝

高　ＷＫ－１　Ａ決勝

高　ＷＫ－２　決勝

男子総合


