
令和３年10月22日～24日　久留米市筑後川特設カヌーコース

順位

種目

村橋　慶太郎 大瀬　　空 日野　泰志 河野　成玖 安部　隼人 西田　陽俊 田中　陸登 栁本　剣士 水江　海人

宮崎県立宮崎大宮高等学校 熊本県立人吉高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 大分県立高田高等学校 鹿児島県立伊佐農林高等学校 福岡県立三潴高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 大分県立高田高等学校 大分県立高田高等学校

1’50 ” 67 1’53 ” 26 1’53 ” 91 1’54 ” 96 1’55 ” 44 1’56 ” 50 1’58 ” 50 2’00 ” 74 棄権

柿本　優斗 錦織　秀太 松本　誉也 山田　悠斗 與儀　寛大 生田　　翔 植松　陽太 水島　颯太 上原　海生

宮崎県立宮崎大宮高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 長崎県立西陵高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 沖縄県立沖縄水産高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 長崎県立長崎西高等学校 長崎県立長崎西高等学校 沖縄県立沖縄水産高等学校

1’57 ” 40 1’58 ” 38 1’59 ” 40 2’00 ” 90 2’01 ” 19 2’01 ” 93 2’02 ” 93 2’03 ” 40 2’06 ” 24

村橋　慶太郎 栁本　剣士 山田　悠斗 西田　陽俊 植松　陽太 錦織　秀太 與儀　寛大 大瀬　　空 園田　祐大

柿本　優斗 河野　成玖 田中　陸登 井上　　隼 水島　颯太 宮永　　　道 山城　洋政 嶽本　　楓 岡本　悠心

宮崎県立宮崎大宮高等学校 大分県立高田高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 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 沖縄県立沖縄水産高等学校 熊本県立人吉高等学校 熊本県立球磨工業高等学校

1’43 ” 03 1’43 ” 79 1’46 ” 75 1’48 ” 79 1’54 ” 70 1’55 ” 63 1’55 ” 84 1’56 ” 90 2’01 ” 64

日髙　志哉 福島　悠斗 山城　　翔 溝口　康介 高妻　潤大 亀長　翔亜 戸髙　和也 宇治　幸太郎 加納　嵩彦

宮崎県立宮崎大宮高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 沖縄県立沖縄水産高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 宮崎県立　宮崎工業高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 大分県立大分豊府高等学校

2’05 ” 16 2’05 ” 48 2’06 ” 87 2’10 ” 47 2’10 ” 73 2’10 ” 89 2’13 ” 34 2’13 ” 81 2’15 ” 94

　中村　真一郎 波多野　大翔 内野　大雅 平良　一喜 城島　寿成 古賀　晴喜 永田　祐馬 池森　匠海 圓能寺　直央

宮崎県立宮崎商業高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 長崎県立西陵高等学校 沖縄県立宮古総合実業高等学校 佐賀県立神埼高等学校 長崎県立西陵高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 大分県立高田高等学校 長崎県立西陵高等学校

2’08 ” 90 2’09 ” 93 2’11 ” 87 2’12 ” 07 2’13 ” 35 2’15 ” 09 2’17 ” 01 2’17 ” 66 2’23 ” 76

溝口　康介 高妻　潤大 古賀　晴喜 黒木　翔太 波多野　大翔 藤田　直之 江崎　廉史 圓能寺　直央 池森　匠海

日髙　志哉 　中村　真一郎 内野　大雅 永田　祐馬 宇治　幸太郎 三宮　康暉 髙橋　幸村 前川　大和 大塚　隆生

宮崎県立宮崎大宮高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 長崎県立西陵高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 長崎県立長崎西高等学校 長崎県立西陵高等学校 大分県立高田高等学校

1’59 ” 85 2’00 ” 75 2’02 ” 47 2’03 ” 74 2’05 ” 53 2’07 ” 87 2’13 ” 25 2’14 ” 47 2’15 ” 34

奈須　天希 植木　春華 田中　亜希 松竹　桜来 仲　香遥 西村　璃音 今井　楓華 島袋　新菜 原口　夢妃

宮崎県立宮崎商業高等学校 大口明光学園高等学校 福岡県立三潴高等学校 曽於高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 沖縄県立沖縄水産高等学校 鹿児島県立鹿屋農業高等学校

2’09 ” 78 2’11 ” 46 2’12 ” 02 2’13 ” 28 2’17 ” 00 2’17 ” 35 2’18 ” 20 2’18 ” 82 2’19 ” 99

小畑　未侑 竹野　いさな 葛城　杏菜 馬渡　花歩 上田　桃華 鐘ヶ江　愛華 内野　和香 新居　美月 米澤　未来

大分県立大分舞鶴高等学校 鹿児島工業高等専門学校 大分県立大分舞鶴高等学校 長崎県立西陵高等学校 大分県立高田高等学校 長崎県立西陵高等学校 長崎県立長崎鶴洋高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校

2’18 ” 99 2’19 ” 15 2’21 ” 94 2’22 ” 20 2’22 ” 47 2’23 ” 65 2’24 ” 07 2’26 ” 96 転覆

中道　綺華 植木　春華 野田　美里 有田　和華子 松葉　優乃 小川　聖那 結城　真子 谷口　柚結 永野　美吹

宮崎県立　宮崎工業高等学校 大口明光学園高等学校 長崎県立長崎鶴洋高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校

2’44 ” 94 2’45 ” 99 2’46 ” 21 2’52 ” 96 2’55 ” 80 2’59 ” 61 3’32 ” 73 3’55 ” 68 転覆

岡　　紗衣 小畑　未侑 西村　璃音 上田　桃華 馬渡　花歩 川口　日菜子 野崎　綺音 葛城　杏菜 澤村　風花

田中　亜希 仲　香遥 今井　楓華 後藤　唯華 鐘ヶ江　愛華 島浦　美優 若松　　澪 佐藤　美袮 田中　桃愛

福岡県立三潴高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 大分県立高田高等学校 長崎県立西陵高等学校 長崎県立西陵高等学校 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

2’05 ” 09 2’06 ” 81 2’08 ” 09 2’09 ” 72 2’10 ” 99 2’11 ” 58 2’12 ” 81 2’15 ” 03 2’20 ” 21

令和３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　　　
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