
第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位 第９位

（８点） （７点） （６点） （５点） （４点） （３点） （２点） （１点） （０点）

中村　　航 内野　一歩 神谷　穂稀 桑原　維吹 渡邊　敬太 高橋　大地 上原　秀太 荒平　拓也 髙比良　和也

K-1 沖学園 長崎鶴洋 沖縄水産 高　田 三　潴 高　田 沖縄水産 球磨工業 長崎西

2分05秒00 2分05秒33 2分06秒13 2分06秒35 2分08秒19 2分08秒54 2分09秒54 2分11秒30 2分11秒78

大城　海輝 湯浅　友晶 宮原　貴朗 中島　隼人 神原　健太 松田　裕介 新貝　壮駿 村田　優之 渡島　　広

C-１ 沖縄水産 三　潴 球磨工業 神　埼 大分豊府 延岡星雲 大 分 舞 鶴 宮崎大宮 三　潴

2分12秒68 2分15秒08 2分15秒33 2分23秒12 2分23秒93 2分24秒13 2分24秒57 2分30秒19 2分35秒46

竹本　智春 島津　早耶子 長野　央歩 長橋　陽香 外山　真衣 野口　夏子 島田　尚子 原田　真希 宮﨑　巳季

WK-1 宮崎商業 宮崎大宮 大分舞鶴 長崎西 宮崎商業 神　埼 人　吉 宮崎商業 水　俣

2分22秒47 2分25秒04 2分28秒01 2分28秒26 2分30秒68 2分30秒90 2分32秒84 2分33秒50 2分38秒92

畑野　将吾 ナロン　昂平 桑原　維吹 内野　一歩 北　　洸貴 上原　秀太 渡邊　敬太 太田　直人 吉海　征吉

K-2 落合　優輔 永瀬　寛朗 高橋　大地 岡部　三晃 早尻　依正 岸本　光太 赤司　和矢 振角　康平 伊藤　真之介

宮崎大宮 宮崎大宮 高　田 長崎鶴洋 高　田 沖縄水産 三　潴 長崎鶴洋 水俣工業

2分01秒39 2分01秒93 2分02秒15 2分02秒79 2分04秒16 2分07秒60 2分08秒27 2分10秒27 2分12秒30

宮原　貴朗 湯浅　友晶 神原　健太 杉下　裕矢 橋内　一磨 池田　潤太 大澤　悠平 丸山　雄祐 村上　祐旗

C-2 橋本　純平 渡島　　広 岩渕　祐隆 佐田　純平 池永　敦志 次良丸　透 加藤　省吾 緒方　隆裕 江﨑　隼人

球磨工業 三　潴 大分豊府 球磨工業 大分舞鶴 高　田 宮崎大宮 宮崎大宮 三　潴

2分10秒94 2分11秒72 2分18秒38 2分19秒32 2分24秒29 2分24秒81 2分26秒46 2分27秒82 2分41秒23

長野　央歩 高橋　実季 外山　真衣 原田　真希 野口　夏子 亀井　偵代 岡　智枝子 長橋　陽香 野口　美咲

WK-2 下田　有紗 竹本　智春 鶴田　奈々 上原　佑衣 濱田　真子 河野　めい 阿南　奈央 末　　結希 森山　佳美

大分舞鶴 宮崎商業 宮崎商業 宮崎商業 神　埼 大分豊府 大分舞鶴 長崎西 長崎鶴洋

2分13秒86 2分15秒36 2分16秒55 2分19秒04 2分20秒48 2分23秒21 2分24秒13 2分25秒44 2分32秒48

桑原　維吹 畑野　将吾 熊川　翔也 吉海　征吉 神谷　穂稀 内野　一歩 岩本　泰樹 渡邊　敬太 石橋　　健

高橋　大地 ナロン　昂平 緒方　祐生 伊藤　真之介 大湾　朝弥 岡部　三晃 田中　大貴 赤司　和矢 金武　晴朗

K-4 立花　聖大 落合　優輔 本山　悠太 大川　航平 上原　秀太 太田　直人 能丸　航平 三原　友聡 松尾　加寿也

早尻　依正 永瀬　寛朗 荒平　拓也 村上　凌奨 岸本　光太 振角　康平 荒金　宏章 田中　裕介 力武　正樹

高　田 宮崎大宮 球磨工業 水俣工業 沖縄水産 長崎鶴洋 楊志館 三　潴 伊万里農林

1分48秒64 1分50秒18 1分51秒59 1分53秒59 1分53秒79 1分56秒39 2分01秒14 2分01秒72 2分03秒57

宮原　貴朗 渡島　　広 橋内　一磨 大澤　悠平 池田　潤太 中村　　亮 黒木　将武 酒見　雄二郎

橋本　純平 村上　祐旗 新貝　壮駿 加藤　省吾 田中　大貴 眞浦　侑也 渡邉　泰士 中島　隼人

C-4 杉下　裕矢 江﨑　隼人 池永　敦志 溝川　稔基 安藤　龍大 黒川　大史 鷲田　晃大 畑瀬　敦雄

佐田　純平 宮下　峻昌 海老海　信純 緒方　隆裕 熊井　友弥 犬山　朋也 安永　大地 北村　知也

球磨工業 三　潴 大分舞鶴 宮崎大宮 高　田 伊万里農林 宮崎大宮 神　埼

2分06秒22 2分08秒19 2分09秒53 2分10秒51 2分29秒81 2分33秒46 2分34秒54 キケン

高橋　実季 長野　央歩 中川　りな 原田　真希 宮﨑　巳季 亀井　偵代 脇嵜　美幸 野口　夏子 江原　真奈美

竹本　智春 下田　有紗 内田　成美 上原　佑衣 小山　詩織 河野　めい 武井　美保里 濱田　真子 西原　風花

WK-4 尾崎　美音 藤田　七海 青木　映里香 西領　春香 志水　　静 首藤　晶子 島田　尚子 福島　彩加 井寺　彩水

外山　真衣 岡　智枝子 谷川　小梅 中武　綾香 楠原　恵美子 寺西　媛加 信國　佐代子 森　麻理子 岡　　玲奈

宮崎商業 大分舞鶴 三　潴 宮崎商業 水　俣 大分豊府 人　吉 神　埼 三　潴

1分58秒62 2分01秒25 2分02秒07 2分02秒88 2分04秒27 2分06秒93 2分08秒02 2分15秒07 2分24秒71

１位 2位 2位 １位 ２位 ３位

平成23年度九州高等学校体育大会カヌー競技　決勝一覧表 平成23年6月17日～19日 鹿児島県鹿屋市高隅ダムカヌー特設コース競技場

大分舞鶴  23 神　　崎   8
男子総合 女子総合

球磨工業  34 宮崎大宮  33 高　　田   33 宮崎商業   44


