
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位

前田　将宏 内野　直歩 野田　凱斗 松村　圭祐 八橋    巧 廣吉　圭登 富永　達郎 小畑　郁弥 永田　聖哉

鹿児島県立鹿屋高等学校 長崎県立長崎西高等学校 佐賀県立鳥栖工業高等学校 熊本県立人吉高等学校 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 大分県立大分上野丘高等学校 長崎県立長崎鶴洋高等学校

１’５９”７８ ２’０４”７８ ２’０５”０９ ２’０６”６０ ２’０７”１８ ２’０８”１２ ２’０９”１９ ２’１０”１９ ２’１０”９３

黒木　　亮 藤田　大雅 中村　仙汰 小田原　涼 戸澤　　稜 辛島　大嗣 谷口　太一 桑原　　響 渕上　佑太

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

２’０８”０２ ２’０８”８６ ２’０９”８９ ２’１０”１８ ２’１０”４２ ２’１０”８４ ２’１１”３７ ２’１１”６２ ２’１１”９８

廣吉　圭登 桑原　　響 渕上　佑太 中村　仙汰 大野　英明 松村　圭祐 松田　雲兵 児玉　薫也 戸澤　　稜

山本　勇馬 小田原　涼 山口ゆう蔵 島袋　恵一 谷口　太一 丸尾　直矢 八橋    巧 逢坂　拓朗 富永　達郎

長崎県立西陵高等学校 大分県立高田高等学校 熊本県立水俣高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 熊本県立人吉高等学校 福岡県立三潴高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 熊本県立球磨工業高等学校

１’５９”７０ ２’００”８２ ２’０２”１８ ２’０３”０８ ２’０４”４４ ２’０４”８３ ２’０５”２２ ２’１０”５７ ２’１１”８４

宮原　直也 橋本　龍稀 高木　翔大 石川　義活 宮原　知也 嶽本　光孝 横山　瑞紀 津田祐太朗 山下　　亮

鹿児島県立伊佐農林高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 鹿児島県立伊佐農林高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 宮崎県立宮崎工業高等学校 佐賀県立伊万里農林高等学校

２’１６”４９ ２’１７”４３ ２’２０”５１ ２’２２”６１ ２’２３”２２ ２’２４”１０ ２’２６”２７ ２’２８”２０ ２’３３”８７

宮住　勇次 富岡　晃己 橋口　祥其 溝口　昂平 緒方　健悟 矢括凜太郎 田中　　翼 中野　雄大 下村　孝明

楊志館高等学校 楊志館高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 楊志館高等学校 福岡県立三潴高等学校 長崎県立長崎鶴洋高等学校

２’２３”８６ ２’２５”１３ ２’２８”２０ ２’２８”７８ ２’３３”４３ ２’３５”１６ ２’３６”０４ ２’３９”３０ ２’４４”４０

橋口　祥其 高木　翔大 宮原　直也 石川　義活 宮住　勇次 犬山　秀人 佐々木修斗 矢括凜太郎 山田　大地

橋本　龍稀 嶽本　光孝 宮原　知也 溝口　昂平 富岡　晃己 山下　　亮 中野　雄大 阪元　　颯 藤本真ノ介

熊本県立球磨工業高等学校 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 宮崎県立宮崎大宮高等学校 楊志館高等学校 佐賀県立伊万里農林高等学校 福岡県立三潴高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 宮崎県立宮崎工業高等学校

２’１６”０４ ２’１８”８２ ２’１９”１２ ２’２１”１４ ２’２４”６６ ２’２５”２２ ２’２６”９２ ２’２７”３５ ２’３３”８９

林田　　薫 松井玖瑠実 籾木　優里 佐々木春佳 蔭山みなみ 津曲　成美 林田　慈音 宮城　朋華 藤崎　彩夏

熊本県立水俣高等学校 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 大分県立大分舞鶴高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 長崎県立長崎西高等学校 沖縄県立小禄高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校

２’３２”６７ ２’３７”０９ ２’３８”５５ ２’４０”１２ ２’４０”６６ ２’４１”２３ ２’４４”９８ ２’５０”７４ コースアウト

御手洗花穂 窪田　　蘭 吉田　　楓 甲斐　妃香 齋藤　成海 永田まどか 瀧森　　愛 詫磨　果歩 綿貫　由希

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 宮崎県立宮崎大宮高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 熊本県立人吉高等学校 楊志館高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校

２’４１”１７ ２’４４”２２ ２’４４”４６ ２’４４”７２ ２’４５”４４ ２’４５”９１ ２’５２”７６ ２’５６”１９ コースアウト

林田　　薫 籾木　優里 永田まどか 津曲　成美 蔭山みなみ 上野　結花 御手洗花穂 甲斐　妃香 瀧森　　愛

山下　莉海 佐々木春佳 窪田　　蘭 松井玖瑠実 綿貫　由希 青山　桐花 吉田　　楓 田嶋　祐奈 中村　愛香

熊本県立水俣高等学校 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 熊本県立人吉高等学校

２’１８”２３ ２’１９”９４ ２’２３”３４ ２’２３”９８ ２’２５”９７ ２’３２”１９ ２’３３”１５ ２’３４”１５ ２’３４”６６

男子 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 宮崎県立宮崎大宮高等学校 長崎県立西陵高等学校 福岡県立三潴高等学校 熊本県立人吉高等学校 鹿児島県立鹿屋高等学校 長崎県立長崎西高等学校 大分県立高田高等学校

総合 33 18 15 11 8 8 8 7 7

女子 宮崎県立宮崎商業高等学校 熊本県立水俣高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 長崎県立長崎西高等学校 沖縄県立小禄高等学校

総合 35 16 9 9 2 1

審判部長
記録主任

高校
Ｃ－１
Ａ決勝

会場：豊後高田市真玉カヌー競技場

高校
Ｋ－１
Ａ決勝

高校
Ｋ－２
決勝

平成２７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

高校
Ｋ－１
Ｂ決勝

高校
Ｃ－１
Ｂ決勝

高校
ＷＫ－１
Ｂ決勝

高校
ＷＫ－１
Ａ決勝

高校
ＷＫ－２

決勝

高校
Ｃ－２
決勝

高木　宏通
遠嶋　孝志

日時：平成２７年１０月２３日(金)・２４日(土)・２５日(日)


