
平成21年度全九州高等学校体育大会第6回全九州高等学校カヌー競技大会　
決勝一覧表 平成21年6月20日～21日　長崎県野母漁港特設カヌーコース

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 第９位
種目 （８点） （７点） （６点） （５点） （４点） （３点） （２点） （１点） （０点）

　 宮原　康輔 内田　享佑 中野　健太 島津　久遵 和田　政也 田中　俊希 板野真之介 山下　泰史 川元　祥平
K-1 球磨工業 神埼 高田 宮崎大宮 高田 神埼 人吉 長崎鶴洋 球磨工業
9:00 1’56 ” 10 1’56 ” 37 1’57 ” 49 1’58 ” 97 1’59 ” 90 2’03 ” 43 2’05 ” 78 2’06 ” 05 2’09 ” 60

　 宮原　康輔 内田　享佑 島津　久遵 隈井　稔紀 山下　泰史 石橋　昇悟 栗原　　将 和田　政也 早川　友章
K-2 川元　祥平 田中　俊希 高橋　明裕 橋本　　駿 井上　大輔 冨田　博也 井上　博貴 下山　貴史 板野真之介

球磨工業 神埼 宮崎大宮 高田 長崎鶴洋 三潴 水俣 高田 人吉
9:30 1’46 ” 80 1’48 ” 22 1’49 ” 75 1’50 ” 98 1’51 ” 58 1’52 ” 69 1’54 ” 66 1’55 ” 63 1’55 ” 89

中野　健太 宮原　康輔 竹中　東吾 立平　　諒 山下　泰史 橋爪　駿輝 高橋　明裕 松尾　　青 内田　享佑
隈井　稔紀 川元　祥平 河野　貴則 石橋　昇悟 井上　大輔 早川　友章 大平落裕太 加藤　正尊 田中　俊希
橋本　　駿 立石　昴大 橋本　大志 冨田　博也 北川翔太郎 板野真之介 大富　芳紀 川端　良太 原　　一貴

K-4 和田　政也 大柿　勇貴 渡辺　秀隆 野口　孝一 内野　一歩 林田　祐樹 中島　洋介 松永　生建 富永　修司
高田 球磨工業 大分舞鶴 三潴 長崎鶴洋 人吉 宮崎大宮 長崎西 神埼

10:00 1’39 ” 69 1’41 ” 72 1’42 ” 78 1’43 ” 12 1’45 ” 34 1’45 ” 94 1’46 ” 07 1’54 ” 54 1’59 ” 17
　 飯干　啓太 藤田　宗史 髙田　健志 嶽本　啓輔 牟田口亮太 井本　貴裕 堀　　元喜 高橋　　祐 加藤　彰悟
C-1 宮崎大宮 大分豊府 球磨工業 球磨工業 神埼 宮崎大宮 三潴 大分舞鶴 大分豊府
9:10 2’12 ” 03 2’13 ” 74 2’15 ” 06 2’15 ” 89 2’16 ” 39 2’18 ” 31 2’19 ” 21 2’19 ” 93 2’21 ” 01

　 藤田　宗史 後藤　紘毅 飯干　啓太 髙田　健志 真﨑　健司 森崎　祐樹 嶽本　啓輔 松田錦史郎 堀　　元喜
C-2 加藤　彰悟 谷口　由季 井本　貴裕 中神　豪仁 西村　拓人 下坂　卓也 荒川　達也 當銘　孝仁 下津浦英樹

大分豊府 高田 宮崎大宮 球磨工業 楊志館 三潴 球磨工業 沖縄水産 三潴
9:40 2’02 ” 17 2’03 ” 66 2’03 ” 91 2’05 ” 32 2’05 ” 79 2’08 ” 49 2’10 ” 94 2’11 ” 60 2’15 ” 74

　 嶽本　啓輔 吉田　圭佑 飯干　啓太 堀　　元喜 田島　康弘 八木進一郎 立川　　渉
　 髙田　健志 高橋　　祐 井本　貴裕 森崎　祐樹 馬渡　周作 松尾　宏喜 吉冨　貴明
 中神　豪仁 安部　武秀 状地　貴裕 下坂　卓也 後藤　紘毅 伊東　　傑 久保　康太

C-4 荒川　達也 首藤　瑞貴 後藤　慶祐 下津浦英樹 谷口　由季 髙橋　英志 黒川　大史
球磨工業 大分舞鶴 宮崎大宮 三潴 高田 長崎鶴洋 伊万里農林

10:10 1’55 ” 72 1’57 ” 25 1’58 ” 74 1’59 ” 70 2’02 ” 36 2’09 ” 17 2’37 ” 47
　 山下　光希 阿孫　沙綾 松下　実莉 山元　瞳 田平　捺友 早川　裕子 田平　舞友 北村友紀子 吉田　絵美

WK-1 末吉 大分舞鶴 宮崎大宮 宮崎商業 長崎鶴洋 楊志館 長崎鶴洋 大分舞鶴 宮崎商業
9:20 2’16 ” 39 2’19 ” 24 2’23 ” 00 2’23 ” 63 2’24 ” 28 2’26 ” 70 2’27 ” 61 2’29 ” 81 2’30 ” 94

　 山元　瞳 阿孫　沙綾 田平　舞友 原　あかり 東　恵莉子 山田　昭貴 吉田　絵美 田中　　洋 板見　奈未
WK-2 原口あゆみ 北村友紀子 田平　捺友 江上　朱音 山﨑　里佳 倉橋　紗蘭 森　美紗子 藤野　弘美 板見　莉沙

宮崎商業 大分舞鶴 長崎鶴洋 三潴 高田 人吉 宮崎商業 長崎鶴洋 長崎鶴洋
9:50 2’08 ” 75 2’09 ” 20 2’11 ” 79 2’14 ” 52 2’15 ” 09 2’16 ” 84 2’17 ” 12 2’20 ” 72 2’21 ” 08

　 山元　瞳 田平　舞友 阿孫　沙綾 原　あかり 東　恵莉子 前田　実輝 山田　昭貴 犬塚　真弓 森下喜世香
原口あゆみ 田平　捺友 北村友紀子 中村　綾菜 植田　千尋 村田　陽奈 倉橋　紗蘭 田中　知美 下田　真理
吉田　絵美 野口由美子 上田由貴子 井上　奈美 瀬口　美優 高橋　実季 武井美保里 市丸　未佳 小山　詩織

WK-4 森　美紗子 松本さゆり 藤沢　香那 江上　朱音 山﨑　里佳 外山　真衣 脇嵜　美幸 中島　莉南 宮﨑　巳季
宮崎商業 長崎鶴洋 大分舞鶴 三潴 高田 宮崎商業 人吉 伊万里農林 水俣

10:20 2’00 ” 15 2’02 ” 37 2’04 ” 21 2’05 ” 24 2’10 ” 18 2’18 ” 77 2’32 ” 92 2’39 ” 03 2’43 ” 15

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位
熊本県立球磨工業高校 宮崎県立宮崎大宮高校 大分県立高田高校 宮崎県立宮崎商業高校 大分県立大分舞鶴高校 長崎県立長崎鶴洋高校

49 点 36 点 35 点 26 点 21 点 20 点
男子総合 女子総合


