
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位
選手名 大瀬 空 水江 海人 松本 誉也 礒川 佳士 佐々木 雄信 松川 好利 嶽本 楓 瀧上 文汰 中村 颯汰
タイム 01:53.092 01:55.337 01:55.647 01:56.976 01:59.796 01:59.968 02:00.403 02:02.964 02:03.248
所属名 人吉高校 高田高校 西陵高校 鳥栖工業高校 水俣高校 鳥栖工業高校 人吉高校 高田高校 人吉高校
選手名 藤原 優也 井尾 光晴 岡本 悠心 平良 悠人 小原 獅音 井上  隼 村山 歩夢 熊  匠晟 永山 暖大
タイム 02:00.877 02:02.083 02:02.098 02:03.113 02:03.587 02:04.699 02:05.487 02:05.818 02:07.346
所属名 水俣高校 大分舞鶴高校 球磨工業高校 鹿屋農業高校 西陵高校 三潴高校 鳥栖工業高校 ⾧崎鶴洋高校 人吉高校
選手名 大瀬 空・嶽本 楓 松川 好利・礒川 佳士 松本 誉也・岸下 修人 水江 海人・清水  塁 佐々木 雄信・藤原 優也 園田 祐大・岡本 悠心 若林 拓利・山﨑 澪王 瀧上 文汰・末廣 頼輝 井尾 光晴・薗田  光
タイム 01:49.099 01:51.114 01:51.355 01:52.340 01:52.914 01:55.264 01:58.375 02:01.076 02:01.885
所属名 人吉高校 鳥栖工業高校 西陵高校 高田高校 水俣高校 球磨工業高校 西陵高校 高田高校 大分舞鶴高校
選手名 亀⾧ 翔亜 西 良偉 内野 大雅 三宮 康暉 澤田 幸太郎 川越 眞大 宇田津 蓮 ⾧友 耀平 小牟田 龍星
タイム 02:06.801 02:08.530 02:10.614 02:11.082 02:11.780 02:11.841 02:14.673 02:14.932 02:16.249
所属名 宮崎工業高校 宮崎工業高校 西陵高校 大分舞鶴高校 高田高校 宮崎工業高校 宮崎大宮高校 宮崎商業高校 宮崎工業高校
選手名 山城 瑞希 小串  豪 井上 恭吾 川原 和貴 平良 一喜 吉田 実生 溝辺 琥春 前川 大和 堂園 大依地
タイム 02:13.997 02:15.026 02:17.061 02:17.400 02:18.812 02:19.795 02:21.094 02:21.362 02:21.511
所属名 沖縄水産高校 高田高校 宮崎商業高校 西陵高校 宮古総合実業高校 水俣高校 球磨工業高校 西陵高校 高田高校
選手名 亀⾧ 翔亜・西 良偉 山城 瑞希・上原 志颯 内野 大雅・前川 大和 川越 眞大・柳田 義仁 小牟田 龍星・佐藤 汰一 日髙 佑己・柳井 爽汰 愛甲 竜生・溝辺 琥春 山並 歩夢・河原 遥輝 宇田津 蓮・上野 琉也
タイム 02:03.695 02:06.682 02:07.806 02:08.170 02:08.553 02:12.680 02:13.354 02:15.868 02:16.505
所属名 宮崎工業高校 沖縄水産高校 西陵高校 宮崎工業高校 宮崎工業高校 宮崎工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 宮崎大宮高校
選手名 村橋 穂香 鳥原 菜奈美 植木 春華 川野 円子 夏井 紫帆 田中 亜希 仲 香遥 原口 夢妃 竹野 いさな
タイム 02:09.857 02:10.886 02:11.643 02:11.969 02:14.395 02:14.977 02:18.579 02:18.758 02:19.798
所属名 宮崎商業高校 宮崎商業高校 大口明光学園高校 宮崎大宮高校 宮崎商業高校 三潴高校 大分舞鶴高校 鹿屋農業高校 鹿児島工業高等専門学校
選手名 野崎 綺音 田中 桃愛 佐藤 美袮 橋本 愛華 新居 美月 久松 愛月 永川 蓮菜 津曲 唯花 小瀬 ひな子
タイム 02:18.547 02:20.785 02:21.068 02:23.052 02:26.574 02:27.268 02:29.060 02:29.621 02:32.509
所属名 宮崎商業高校 人吉高校 大分舞鶴高校 高田高校 大分舞鶴高校 ⾧崎西高校 ⾧崎西高校 球磨工業高校 ⾧崎西高校
選手名 鳥原 菜奈美・若松 澪 夏井 紫帆・野崎 綺音 神田 怜・永川 蓮菜 川添 未瑠亜・村橋 穂香 新居 美月・佐藤 美袮 久松 愛月・小瀬 ひな子 藤井 青葉・冨田 星光 三樹 さくら・濱田 唯那 江川 穏・岩下 優花
タイム 02:03.201 02:09.195 02:12.112 02:14.451 02:15.612 02:18.467 02:21.161 02:21.894 02:22.250
所属名 宮崎商業高校 宮崎商業高校 ⾧崎西高校 宮崎商業高校 大分舞鶴高校 ⾧崎西高校 高田高校 宮崎商業高校 大分舞鶴高校
選手名 松葉 優乃 中道 綺華 有田 和華子 小川 聖那 野田 美里 谷口 柚結 結城 真子 永野 未吹 児島 晴子
タイム 02:28.858 02:30.129 02:31.926 02:38.803 02:39.991 02:46.257 02:53.265 02:53.282 02:54.750
所属名 宮崎商業高校 宮崎工業高校 宮崎商業高校 宮崎商業高校 ⾧崎鶴洋高校 宮崎商業高校 宮崎大宮高校 宮崎商業高校 大口明光学園高校

競技委員会委員⾧ 審判部⾧

種目

高校男子 Ｋ１
A決勝

高校男子 Ｋ１
B決勝

高校男子 Ｋ２
決勝

高校男子 C１
A決勝

令和４年度九州カヌースプリント選手権大会 2022/10/22
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 鹿児島県伊佐市

（５００ｍ） 伊佐市菱刈カヌー競技場

高校女子 C１
決勝

高校男子 C１
B決勝

高校男子 C２
決勝

高校女子 Ｋ１
A決勝

高校女子 Ｋ１
B決勝

高校女子 Ｋ２
決勝




