
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位

選手名 ⻄⽥ ⼀葉 村尾 飛月 大岩 歩夢 野田 悠斗 志賀 悠作 鳥越 天宮 大瀬 航 松藤 心 齋藤 洋太

タイム 01:57.303 02:00.749 02:01.193 02:01.314 02:02.005 02:02.969 02:03.355 02:07.489 02:09.385

学校名 三潴高校 球磨工業高校 神埼高校 鳥栖工業高校 大分舞鶴高校 人吉高校 人吉高校 三潴高校 宮崎商業高校

選手名 鳥越 天宮・大瀬 航 ⼤久保 純吾・⽥中 凜太朗 石丸 直樹・竹川 一磨 秋⼭ 真乃輔・福⽥ 龍之介 山田 雅弘・山田 渉 溝辺 凌⼈・酒井 悠希 兵頭 拓⽃・⻑濱 世來 齋藤 洋太・松浦 亮 近藤 燎・宮原 涼輔

タイム 01:49.856 01:50.221 01:50.645 01:50.800 01:54.281 01:54.343 01:56.059 01:56.071 02:00.784

学校名 人吉高校 三潴高校 ⻄陵⾼校 人吉高校 高田高校 人吉高校 沖縄水産高校 宮崎商業高校 高田高校

秋⼭ 真乃輔・福⽥ 龍之介 松藤 ⼼・⻄⽥ ⼀葉 山田 雅弘・山田 渉 石丸 直樹・竹川 一磨 上畠 鉄平・⼩林 純 志賀 悠作・⼤窪 拓海 岩⽥ 翔靖・柳⽥ 航成 齋藤 洋太・松浦 亮 酒井 悠希・尾方 健太朗

溝辺 凌⼈・⿃越 天宮 ⼤久保 純吾・⽥中 凜太朗 近藤 燎・宮原 涼輔 中村 涼真・谷口 友也 坂⼝ 真央・⼭﨑 凜太郎 吉賀 快・進 聡⼀郎 山田 智博・日髙 颯汰 濱田 倖太朗・安藤 真斗 尾⽅ 翔太郎・恒松 優⼼

タイム 01:40.499 01:41.386 01:42.184 01:43.905 01:44.989 01:47.123 01:47.226 01:48.636 01:51.240

学校名 人吉高校 三潴高校 高田高校 ⻄陵⾼校 ⻑崎鶴洋⾼校 大分舞鶴高校 宮崎大宮高校 宮崎商業高校 人吉高校

選手名 ⽶光 陸 荒⾦ 透⾳ 原田 雅功 岩永 紘明 川⼝ ⻯輝 藤澤 龍介 徳石 和樹 北﨑 健介 ⽴岩 颯仁

タイム 02:04.077 02:05.817 02:06.305 02:08.900 02:11.139 02:11.564 02:13.681 02:13.738 02:14.938

学校名 高田高校 大分舞鶴高校 宮崎商業高校 高田高校 神埼高校 宮崎工業高校 人吉高校 球磨工業高校 球磨工業高校

選手名 藤澤 龍介・後藤 ⼤和 荒⾦ 透⾳・内⽥ 麟太郎 ⽴岩 魁仁・⽴岩 颯仁 川⼝ ⻯輝・城島 拓史 内之倉 薫⼈・福岡 顕太郎 玉城 裕・時任 優大 北﨑 健介・橋本 豪 榎⽥ 幸之甫・⼭本 真太郎 原⽥ 雅功・⻑友 栄吾

タイム 01:57.970 01:58.548 02:02.569 02:04.820 02:04.992 02:06.647 02:07.896 02:08.634 02:13.013

学校名 宮崎工業高校 大分舞鶴高校 球磨工業高校 神埼高校 宮崎大宮高校 沖縄水産高校 球磨工業高校 球磨工業高校 宮崎商業高校

北﨑 健介・⽴岩 魁仁 藤澤 龍介・後藤 ⼤和 熊井 雄弥・中園 太陽 徳石 和樹・石藏 法久 森 幹人・本村 真人 荒⾦ 透⾳・内⽥ 麟太郎 時任 優大・喜友名 輝 安達 祐也・紀伊 凛太郎 ⾦ヶ江 裕賢・多久島 光佑

⽴岩 颯仁・橋本 豪 髙﨑 圭悟・⼩磯 彰太郎 江畑 雅冬・進藤 敦司 林 陽輝・上野 雄啓 ⾺渡 玲・増丸 聡⼀郎 吉岡 宏太・髙橋 風我 多和田 遼眞・新垣 碧 光永 豊・堀江 遊五 武⽥ 玲・松尾 勇

タイム 01:55.206 01:56.240 01:59.827 02:00.698 02:10.375 02:10.571 02:13.138 02:13.830 02:36.764

学校名 球磨工業高校 宮崎工業高校 高田高校 人吉高校 ⻄陵⾼校 大分舞鶴高校 沖縄水産高校 ⻑崎⻄⾼校 伊万⾥農林⾼校

選手名 尾上 楓 ⻄條 花菜 益川 菖 土橋 愛花 大島 沙耶佳 若林 望映 中井 穂香 加来 美也 小濵 美華

タイム 02:13.787 02:15.958 02:17.882 02:18.539 02:19.916 02:21.414 02:21.678 02:21.756 02:23.166

学校名 曽於高校 宮崎大宮高校 大分豊府高校 ⿅屋⾼校 情報科学高校 大分舞鶴高校 ⻄陵⾼校 大分豊府高校 ⿅屋農業⾼校

選手名 ⻄條 花菜・⽮野 碧 加来 美也・益川 菖 村⽥ 優希奈・圖師 佳奈実 若林 望映・⼩畑 奈津 田中 萌・石橋 佳世 ⻑友 優奈・⼤⽊ ⿇由 ⻄村 優紀・深⽔ 伶⾐ 川﨑 陽那子・開田 京香 ⼀倉 ⽇奈乃・﨑⼭ 咲

タイム 02:09.241 02:09.731 02:12.284 02:12.336 02:13.064 02:14.530 02:18.248 02:21.490 02:30.677

学校名 宮崎大宮高校 大分豊府高校 宮崎商業高校 大分舞鶴高校 三潴高校 宮崎商業高校 人吉高校 水俣高校 伊佐農林⾼校

村⽥ 優希奈・圖師 佳奈実 若林 望映・⼩畑 奈津 川﨑 陽那子・開田 京香 ⻄村 優紀・深⽔ 伶⾐ 東原 萌々子・川崎 碧海 白石 希星・中井 穂香 上野 稚葉・岡 真帆 加来 美也・益川 菖 ⽇⾼ 明依利・⼀倉 ⽇奈乃

⻑友 優奈・⼤⽊ ⿇由 ⼩野 彩⾳・奥切 友⾹ 林 彩織・泉⽥ 美巴 ⽥頭 理桜・⽥中 佑梨 荒木 美南・宮田 愛美 荒木 杏咲・佐々木 心音 荒巻 心羽・石橋 佳世 竹内 寧々・津野 伽那恵 﨑山 咲・久美田 結衣

タイム 02:00.025 02:02.295 02:02.957 02:02.967 02:03.625 02:03.935 02:04.731 02:05.607 02:10.444

学校名 宮崎商業高校 大分舞鶴高校 水俣高校 人吉高校 ⻑崎⻄⾼校 ⻄陵⾼校 三潴高校 大分豊府高校 伊佐農林⾼校

競技委員会委員⻑ 審判部⻑

⼤分県⽴⼤分豊府⾼等学校

15

宮崎県⽴宮崎⼤宮⾼等学校

15

⼥⼦総合

宮崎県⽴宮崎商業⾼等学校

17

⼤分県⽴⾼⽥⾼等学校

29

⼤分県⽴⼤分舞鶴⾼等学校

15

熊本県⽴球磨⼯業⾼等学校

25

保坂 善彦 和泉 博幸

男子 K-2

選手名

男子 C-4

選手名

⼥⼦ WK-4

選手名

男子総合

1位 2位 3位

熊本県⽴⼈吉⾼等学校

36

種目

令和元年度 全九州⾼等学校総合体育⼤会

第16回 全九州高等学校カヌー競技大会 2019/6/16

⿅児島県伊佐市

（５００ｍ） 菱刈カヌー競技場

第75回国⺠体育⼤会リハーサル⼤会

男子 K-1

⼥⼦ WK-2

⼥⼦ WK-1

男子 C-2

男子 C-1

男子 K-4


