
１位(８点) ２位(７点) ３位(６点) ４位(５点) ５位(４点) ６位(３点) ７位(２点) ８位(１点) ９位(０点)
うえの　しゅんや はらぐち　あまと むらはし　けいたろう しもがわ　はると よなみね　りょうご こうの　なるき やまぐち　ゆうだい わたぬき　こうたろう やまにし　りんたろう

上野　舜也 原口　海音 村橋　慶太郎 下川　陽人 與那嶺　涼吾 河野　成玖 山口　雄大 綿貫　晃太郎 山西　凛太郎

宮崎大宮高校 鹿屋工業高校 宮崎大宮高校 三潴高校 沖縄水産高校 高田高校 西陵高校 高田高校 大分舞鶴高校

1分55秒25 1分56秒92 1分57秒31 1分57秒43 1分58秒43 1分58秒76 2分00秒63 2分01秒08 2分01秒20

ひらかわ　しょう おぐり　りんたろう いまいし　いおり しんどう　としあ たやま　りょうすけ むらこそ　けいすけ おがた　ゆうい ふくしま　こうせい まつむら　しょうへい

平河　　翔 小栗　凛太郎 今石　伊織 進藤　壽吾 田山　凌輔 村社　圭祐 緒方　雄意 福島　光晟 松村　祥平

三潴高校 人吉高校 三潴高校 高田高校 人吉高校 宮崎商業高校 西陵高校 鳥栖工業高校 人吉高校

1分59秒66 2分00秒74 2分01秒57 2分01秒69 2分01秒73 2分03秒07 2分04秒00 2分05秒44 2分06秒20

たやま　りょうすけ こうの　なるき やまぐち　ゆうだい ひらかわ　しょう やまにし　りんたろう うえの　しゅんや こしだ　しょうい わたぬき　こうたろう さたけ　ほうりゅう

田山　凌輔 河野　成玖 山口　雄大 平河　　翔 山西　凛太郎 上野　舜也 越田　將偉 綿貫　晃太郎 佐竹　豊竜

おぐり　りんたろう しんどう　としあ おがた　ゆうい いまいし　いおり きら　たかまさ まつもと　けんしょう やまぐち　こうた なかやま　るい もりした　いぶき

小栗　凛太郎 進藤　壽吾 緒方　雄意 今石　伊織 木良　崇将 松本　憲昇 山口　滉太 中山　塁偉 森下　勇風己

人吉高校 高田高校 西陵高校 三潴高校 大分舞鶴高校 宮崎大宮高校 西陵高校 高田高校 水俣高校

1分48秒14 1分49秒70 1分50秒82 1分51秒06 1分51秒80 1分52秒62 1分52秒66 1分53秒64 1分54秒69

たなか　ふうま にしくぼ　こうすけ うえき　かずき すえやす　たいよう みさか　まさひろ やすだ　じねん ふじさわ　かずなり かえつ　おとや ののむら　わたる

田中　楓馬 西久保　耕祐 植木　一喜 末安　太陽 美坂　優宙 保田　自然 藤澤　和成 嘉悦　響也 野々村　航

高田高校 宮崎大宮高校 大口高校 宮崎大宮高校 宮崎商業高校 宮崎大宮高校 宮崎工業高校 球磨工業高校 高田高校

2分09秒35 2分09秒49 2分10秒06 2分11秒47 2分11秒58 2分14秒99 2分15秒66 2分18秒00 2分20秒23

うちもり　まおり はらだ　やまと ぎぼ　ともき やまぐち　だいき いしばし　ともや ささき　はると まつもと　りゅうご たけもと　あらた えがしら　たいせい

内盛　真音李 原田　大和 宜保　智輝 山口　大貴 石橋　朋也 佐々木　晴叶 松本　琉吾 竹本　新 江頭　帝星

沖縄水産高校 長崎鶴洋高校 沖縄水産高校 高田高校 宮崎工業高校 西陵高校 沖縄水産高校 球磨工業高校 三潴高校

2分12秒14 2分12秒25 2分13秒03 2分16秒59 2分16秒75 2分19秒09 2分23秒32 2分24秒79 2分26秒50

うちもり　まおり やすだ　じねん ふじさわ　かずなり たなか　ふうま みどりかわ　じょう なかむら　ゆうた はらだ　やまと うえき　かずき ののむら　わたる

内盛　真音李 保田　自然 藤澤　和成 田中　楓馬 緑川　穣 中村　優汰 原田　大和 植木　一喜 野々村　航

ぎぼ　ともき にしくぼ　こうすけ いしばし　ともや やまぐち　だいき はやしだ　りょうたろう ちよじま　ゆうすけ むらかみ　えいき こじま　しろう ほり　そうた

宜保　智輝 西久保　耕祐 石橋　朋也 山口　大貴 林田　遼太郎 千代島　祐輔 村上　栄輝 児島　志郎 堀　　颯太

沖縄水産高校 宮崎大宮高校 宮崎工業高校 高田高校 長崎西高校 人吉高校 長崎鶴洋高校 大口高校 高田高校

2分00秒08 2分00秒56 2分02秒41 2分04秒20 2分06秒32 2分08秒36 2分08秒37 2分09秒79 2分15秒15

いしばし　かよ つちはし　まなか かわい　はな さきやま　さき やまもと　あいみ まつたけ　さくら もり　さくらこ しみず　ほのか えんどう　みく

石橋　佳世 土橋　愛花 川井　花菜 﨑山　　咲 山本　愛実 松竹　桜来 森　桜子 志水　ほのか 遠藤　美玖

三潴高校 鹿屋高校 大分舞鶴高校 伊佐農林高校 宮崎商業高校 曽於高校 大分舞鶴高校 宮崎商業高校 鳥栖工業高校

2分11秒49 2分12秒29 2分15秒16 2分15秒18 2分15秒93 2分17秒47 2分20秒31 2分20秒39 2分32秒34

つだ　えりか かわもと　はな みやなが　さら なかとみ　ちひろ おがた　みなみ いけもと　かな おおの　みずほ おばた　みう おおつか　ゆみは

津田　江梨花 川本　巴菜 宮永　紗良 中富　千尋 緒方　みなみ 池本　夏菜 大野　瑞歩 小畑　未侑 大塚　弓葉

宮崎大宮高校 長崎鶴洋高校 宮崎大宮高校 西陵高校 大分商業高校 高田高校 宮崎大宮高校 大分舞鶴高校 高田高校

2分22秒95 2分25秒57 2分26秒31 2分28秒76 2分29秒92 2分30秒26 2分31秒08 2分32秒48 2分35秒96

かわい　はな やまもと　あいみ かわの　るあん さきやま　さき よねくら　まな つだ　えりか みやなが　さら かわもと　はな なす　てんき

川井　花菜 山本　愛実 河野　琉杏 﨑山　　咲 米倉　愛奈 津田　江梨花 宮永　紗良 川本　巴菜 奈須　天希

もり　さくらこ しみず　ほのか いしばし　かよ くみた　ゆい よしだ　ゆめか おおの　みずほ たなか　なつき うちの　わこ にしむら　りお

森　桜子 志水　ほのか 石橋　佳世 久美田　結衣 吉田　夢花 大野　瑞歩 田中　菜月 内野　和香 西村　璃音

大分舞鶴高校 宮崎商業高校 三潴高校 伊佐農林高校 西陵高校 宮崎大宮高校 宮崎大宮高校 長崎鶴洋高校 宮崎商業高校

2分04秒80 2分04秒94 2分04秒95 2分10秒13 2分12秒05 2分13秒10 2分15秒27 2分17秒06 2分17秒64
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令和2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　成績結果
令和2年10月24日(土)～25日(日)　 豊後高田市真玉カヌー競技場 
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