
平成２９年度　九州高等学校体育大会　第１４回全九州高等学校カヌー競技大会
決勝一覧表 平成２９年６月１６日～６月１８日　熊本県菊池市斑蛇口湖ボート場

順位 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位
種目 （８点） （７点） （６点） （５点） （４点） （３点） （２点） （１点）

　 やまだ　よしと くわばら　ひびき しもがわ　ひろき たやま　しょうご おだわら　りょう おおいわね　みずき つつみ　りょうじ たなか　まさや

　 山田　義人 桑原　響 下川　拓樹 田山　昇吾 小田原　涼 大岩根　瑞記 堤　亮二 田中　政弥
Ｋ－１ 沖縄水産高校 高田高校 三潴高校 球磨工業高校 高田高校 宮崎商業高校 三潴高校 三潴高校

1’56 ” 30 1’57 ” 39 1’58 ” 40 1’58 ” 98 1’59 ” 89 2’00 ” 88 2’02 ” 00 2’03 ” 25
　 やまだ　よしと つつみ　りょうじ くわばら　ひびき やつはし　たくみ おおいわね　みずき しもぞの　りゅうせい しいば　ゆうと つねまつ　ゆうき

　 山田　義人 堤　亮二 桑原　響 八橋　巧 大岩根　瑞記 下園　龍聖 椎葉　裕斗 恒松　夕貴
　 きゆな　たいし しもがわ　ひろき おだわら　りょう たなか　まさや まえかわ　よしゆき まつやま　ゆう たやま　しょうご きくかわ　ひろき

Ｋ－２ 喜友名　泰志 下川　拓樹 小田原　涼 田中　政弥 前川　昌之 松山　優 田山　昇吾 菊川　裕貴
沖縄水産高校 三潴高校 高田高校 三潴高校 宮崎商業高校 鹿屋農業高校 球磨工業高校 人吉高校

1’47 ” 03 1’48 ” 30 1’48 ” 50 1’49 ” 12 1’51 ” 52 1’52 ” 56 1’54 ” 82 1’55 ” 44
　 つつみ　りょうじ くわばら　ひびき こじま　ひろき おいえ　ときお おおいわね　みずき たむら　ゆうき ながた　せいや しもぞの　りゅうせい

堤　亮二 桑原　響 小島　大輝 尾家　季央 大岩根　瑞記 田村　祐輝 永田　聖哉 下園　龍聖
　 やつはし　たくみ おだわら　りょう いとう　こうたろう さどはら　りょう まえかわ　よしゆき いはら　ほまれ じょうだい　さとる まつやま　ゆう

八橋　巧 小田原　涼 伊藤　光太郎 佐土原　遼 前川　昌之 猪原　誉 城臺　悟 松山　優
Ｋ－４ しもがわ　ひろき まつなり　はやと みぞぐち　まさと はら　けいたろう たむら　ゆうた つねまつ　ゆうき いまだ　あゆむ まるやま　なつき

下川　拓樹 松成　隼斗 溝口　純人 原　慶太朗 田村　勇太 恒松　夕貴 今田　歩夢 丸山　夏輝
　 たなか　まさや きよくに　たつや たぐち　こうせい いしまる　たかし やました　りょうま きくかわ　ひろき かわべ　しゅんぺい とっとり　りゅうや

田中　政弥 清國　達矢 田口　幸征 石丸　剛士 山下　稜眞 菊川　裕貴 川邉　駿平 鳥取　琉矢
三潴高校 高田高校 水俣高校 大分舞鶴高校 宮崎商業高校 人吉高校 長崎鶴洋高校 鹿屋農業高校

1’38 ” 68 1’41 ” 10 1’41 ” 79 1’43 ” 11 1’43 ” 87 1’44 ” 12 1’47 ” 20 1’47 ” 86
　 いわお　りょう しんがい　たつや たなか　ともき いまき　ゆうや しいば　けんせい たかひら　かいと ささき　しゅうと はらぐち　ゆうせい

　 岩男　凌 新貝　達哉 田中　智貴 今木　悠哉 椎葉　懸生 髙比良　海斗 佐々木　修斗 原口　雄世
Ｃ－１ 高田高校 大分豊府高校 高田高校 楊志館高校 球磨工業高校 長崎鶴洋高校 三潴高校 宮崎大宮高校

2’07 ” 77 2’08 ” 15 2’08 ” 53 2’10 ” 53 2’11 ” 30 2’12 ” 17 2’12 ” 49 2’20 ” 44
　 しいば　けんせい よねみつ　りく たなか　ともき たかひら　かいと なかの　ゆうだい とけし　ゆうと おがわ　けんたろう うがわ　よう

　 椎葉　懸生 米光　陸 田中　智貴 髙比良　海斗 中野　雄大 渡慶次　悠斗 小川　健太郎 鵜川　陽
　 たやま　たいせい くまい　ゆうや いわなが　こうめい しばた　こうし ささき　しゅうと おおしろ　ゆうた はっとり　めぐみ いしかわ　たかはる

Ｃ－２ 田山　大誠 熊井　雄弥 岩永　紘明 柴田　滉士 佐々木　修斗 大城　佑太 服部　恵海 石川　嵩晴
球磨工業高校 高田高校 高田高校 長崎鶴洋高校 三潴高校 沖縄水産高校 宮崎大宮高校 宮崎大宮高校

2’01 ” 61 2’03 ” 74 2’04 ” 18 2’04 ” 56 2’05 ” 63 2’06 ” 05 2’06 ” 80 2’08 ” 95
　 いわお　りょう はらぐち　ゆうせい たなか　ともき しいば　けんせい わかすぎ　たいし かめなが　ふうあ なかの　ゆうだい たかひら　かいと

　 岩男　凌 原口　雄世 田中　智貴 椎葉　懸生 若杉　太志 亀長　楓亜 中野　雄大 髙比良　海斗
　 さかい　しゅん おがわ　けんたろう いわなが　こうめい みぎた　まさたか まわたり　こうへい ふじもと　しんのすけ ふじなが　じゅしん しばた　こうし

　 酒井　駿 小川　健太郎 岩永　紘明 右田　眞崇 馬渡　航平 藤本　真ノ介 藤永　樹心 柴田　滉士
　 かなまる　しんぺい はっとり　めぐみ よねみつ　りく たやま　たいせい かんだ　たくみ ますの　ふみあ つる　しゅうたろう おがわ　かずや

 金丸　慎平 服部　恵海 米光　陸 田山　大誠 上田　拓未 増野　歩哉 鶴　修太郎 小川　和也
　 のがみ　なおと いんでぃごまいける　ろばーとじゅにあ くまい　ゆうや しいば　しゅん はやしだ　だいき つだ　ひろと すぎやま　えいご もりやす　つばさ

Ｃ－４ 野上　直人 インディゴマイケル　ロバートジュニア 熊井　雄弥 椎葉　峻 林田　大貴 津田　博翔 杉山　英悟 森保　翼
高田高校 宮崎大宮高校 高田高校 球磨工業高校 西陵高校 宮崎工業高校 三潴高校 長崎鶴洋高校

1’57 ” 35 1’57 ” 74 1’58 ” 42 1’58 ” 81 2’01 ” 67 2’02 ” 37 2’05 ” 04 2’09 ” 42
　 たにわき　ともな わたぬき　ゆき たけした　よしの たかはし　りなこ こくぼ　ことね おおた　のあ ひわたし　ゆきほ かい　ひめか

　 谷脇　知那 綿貫　由希 竹下　嘉乃 高橋　莉奈子 小久保　琴音 太田　乃亜 樋渡　千歩 甲斐　妃香
ＷＫ－１ 宮崎大宮高校 大分舞鶴高校 水俣高校 球磨工業高校 鹿屋農業高校 長崎鶴洋高校 宮崎商業高校 大分舞鶴高校

2’18 ” 28 2’19 ” 42 2’20 ” 84 2’21 ” 37 2’23 ” 31 2’23 ” 65 2’24 ” 45 2’26 ” 09
　 うめざき　あかり ひわたし　ゆきほ くらもと　れいな わたぬき　ゆき たかはし　りなこ いわなが　まふみ たじま　ゆな たなべ　みほ

　 梅崎　茜吏 樋渡　千歩 倉本　怜奈 綿貫　由希 高橋　莉奈子 岩永　真史 田嶋　祐奈 田邉　美帆
　 もみき　あやの おおがき　ゆづき たけした　よしの かい　ひめか ながた　まゆ かわの　ゆき やの　まい なみかわ　まほ

ＷＫ－２ 籾木　彩乃 大垣　柚月 竹下　嘉乃 甲斐　妃香 永田　真由 川野　由貴 矢野　真泉 並川　真帆
宮崎商業高校 宮崎商業高校 水俣高校 大分舞鶴高校 球磨工業高校 宮崎商業高校 大分舞鶴高校 西陵高校

2’07 ” 32 2’07 ” 84 2’08 ” 99 2’11 ” 01 2’16 ” 07 2’16 ” 34 2’16 ” 57 2’17 ” 15
　 うめざき　あかり うえだ　あやめ わたぬき　ゆき すぎた　ゆうか こもり　あかね こが　ひより おおた　のあ おがた　まいか

　 梅崎　茜吏 上田　あやめ 綿貫　由希 杉田　祐佳 古森　茜 古賀　日和 太田　乃亜 尾方　舞香
　 もみき　あやの くらもと　れいな かい　ひめか ながとも　えりか みずもと　あおい えしま　ゆか のだ　ちほ むらすえ　なつき

籾木　彩乃 倉本　怜奈 甲斐　妃香 長友　枝里夏 水本　碧 江島　佑香 野田　千穂 村末　奈津希
　 ひわたし　ゆきほ しゅ　あきえ たじま　ゆな かわの　ゆき たなべ　みほ えがしら　みこと まつお　まなみ やまもと　まゆこ

樋渡　千歩 朱　昭衣 田嶋　祐奈 川野　由貴 田邉　美帆 江頭　皇都 松尾　愛美 山本　真結子
　 おおがき　ゆづき たけした　よしの やの　まい わたなべ　なみ なみかわ　まほ いまなが　まい まうら　もえ にしむら　ゆき

ＷＫ－４ 大垣　柚月 竹下　嘉乃 矢野　真泉 渡邊　南美 並川　真帆 今永　舞 真浦　萌 西村　優紀
宮崎商業高校 水俣高校 大分舞鶴高校 宮崎商業高校 西陵高校 三潴高校 長崎鶴洋高校 人吉高校

2’00 ” 28 2’01 ” 73 2’02 ” 63 2’03 ” 67 2’05 ” 04 2’10 ” 84 2’11 ” 70 2’15 ” 39

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位 審判長確認欄
高田高校 三潴高校 球磨工業高校 女子総合 宮崎商業高校 大分舞鶴高校 水俣高校

65 点 37 点 24 点 33 点 21 点 19 点
男子総合


