
令和4年度全九州高等学校体育大会第回全九州高等学校カヌー競技大会　成績一覧
令和4年6月18日～19日 諫早市多良見特設カヌー競技場

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

村橋　慶太郎 西田　陽峻 大瀬　空 日野　泰志 河野　成玖 水江　海人 島津　成彰 松本　誉也 栁本　剣士
宮崎大宮高校 三潴高校 人吉高校 大分舞鶴高校 高田高校 高田高校 水俣高校 西陵高校 高田高校

1'52"30 1'53"19 1'53"45 1'54"16 1'54"47 1'55"83 1'56"07 1'57"05 1'57"28
村橋　慶太郎 栁本　剣士 山田　悠斗 吉岡　凛太郎 西田　陽峻 大瀬　空 錦織　秀太 小原　獅音 友田　剛輝
柿本　優斗 河野　成玖 田中　陸登 松本　誉也 井上　隼 嶽本　楓 宮永 道 岸下　修人 島津　成彰

宮崎大宮高校 高田高校 球磨工業高校 西陵高校 三潴高校 人吉高校 宮崎大宮 西陵高校 水俣高校
1'46"99 1'47"93 1'50"69 1'52"25 1'53"10 1'55"12 1'58"15 1'59"78 2'00"55

村橋　慶太郎 生田　翔 栁本　剣士 友田　剛輝 吉岡　凛太郎 與儀　寛大 日野　泰志 井上　隆一 水島　颯太
柿本　優斗 山田　悠斗 河野　成玖 佐々木　雄信 小原　獅音 上原　海生 近藤　健太 礒川　佳士 植松　陽太
錦織　秀太 田中　陸登 水江　海人 藤原　優也 岸下　修人 山城　洋政 井尾　光晴 松川　好利 内村　　僚

宮永 道 岡本　悠心 清水　塁 島津　成彰 松本　誉也 金城　柊雅 薗田　光 村山　歩夢 北浦　竜之介
宮崎大宮 球磨工業高校 高田高校 水俣高校 西陵高校 沖縄水産高校 大分舞鶴高校 鳥栖工業高校 長崎西高校
1'41"25 1'42"88 1'43"14 1'46"11 1'46"36 1'48"26 1'48"68 1'52"93 1'54"75

中村　真一郎 山城　翔 亀長　翔亜 西　良偉 加納　嵩彦 福島　悠斗 古賀　晴喜 黒木　翔汰 波多野　大翔
宮崎商業高校 沖縄水産高校 宮崎工業高校 宮崎工業高校 大分豊府高校 宮崎商業高校 西陵高校 球磨工業高校 大分舞鶴高校

2'04"36 2'05"70 2'06"44 2'08"19 2'09"08 2'09"29 2'10"63 2'13"77 2'16"27
福島　悠斗 溝口　康介 亀長　翔亜 古賀　晴喜 阿部　亮太 黒木　翔汰 宇治　幸太郎 圓能寺　直央 山城　翔

中村　真一郎 日髙　志哉 川越　眞大 内野　大雅 大塚　隆生 永田　祐馬 波多野　大翔 前川　大和 山城　瑞希
宮崎商業高校 宮崎大宮高校 宮崎工業高校 西陵高校 高田高校 球磨工業高校 大分舞鶴高校 西陵高校 沖縄水産高校

2'02"44 2'02"65 2'06"93 2'07"13 2'08"04 2'09"41 2'09"69 2'12"58 2'15"10
溝口　康介 福島　悠斗 宇治　幸太郎 古賀　晴喜 江崎　廉史 黒木　翔太 阿部　亮太 安田　太一 仲座　弘斗
日髙　志哉 中村　真一郎 波多野　大翔 圓能寺　直央 髙橋　幸村 永田　祐馬 大塚　隆生 愛甲　竜生 山城　瑞希
戸髙　和也 髙妻　潤大 藤田　直之 前川　大和 堀川　逢叶 川邉　祈叶 池森　匠海 尾方　広大 上原　志颯
宇田津　蓮 長友　耀平 三宮　康暉 内野　大雅 甲村　泰一朗 溝辺　琥春 澤田 幸太郎 山並　歩夢 三島　諒士

宮崎大宮高校 宮崎商業高校 大分舞鶴高校 西陵高校 長崎西高校 球磨工業高校 高田高校 球磨工業高校 沖縄水産高校
1'59"95 2'01"58 2'03"38 2'06"75 2'06"96 2'07"53 2'10"36 2'18"34 2'18"66

奈須　天希 鳥原　菜奈美 村橋　穂香 植木　春華 若松　澪 田中　亜希 原口　夢妃 仲　香遥 小畑　未侑
宮崎商業高校 宮崎商業高校 宮崎商業高校 大口明光学園高校 宮崎商業高校 三潴高校 鹿屋農業高校 大分舞鶴高校 大分舞鶴高校

2'12"30 2'13"76 2'14"09 2'14"36 2'17"19 2'18"25 2'19"96 2'20"92 2'25"46
奈須　天希 若松　澪 植木　春華 岡　紗衣 小畑　未侑 夏井　紫帆 上田　桃華 馬渡　花歩
村橋　穂香 鳥原　菜奈美 児島　晴子 田中　亜希 仲　香遥 野崎　綺音 後藤　唯華 鐘ヶ江　愛華

宮崎商業高校 宮崎商業高校 大口明光学園高校 三潴高校 大分舞鶴高校 宮崎商業高校 高田高校 西陵高校
2’05”07 2’10”98 2’11”24 2'12"29 2’12”72 2’13”79 2’14”42 2'15"15
奈須　天希 今井　楓華 小畑　未侑 馬渡　花歩 上田　桃華 西岡　納菜 澤村　風花 中村　夏野 中村　礼菜
村橋　穂香 米澤　未来 仲　香遥 川口　日菜子 江口　紅葉 福岡　千暖 田中　桃愛 濵田　キララ 小川　遥
若松　澪 清水　夏帆 佐藤　美祢 鐘ヶ江　愛華 宮原　莉子 荒木　渚紗 迫田明寿香 嶋田　渚 末次　はるか

鳥原　菜奈美 西村　璃音 新居　美月 村川　芽衣 後藤　唯華 久松　愛月 森山　澪里 新井　伶実 萩野　未来
宮崎商業高校 宮崎商業高校 大分舞鶴高校 西陵高校 高田高校 長崎西高校 人吉高校 水俣高校 神埼高校

1'54"86 2'00"13 2'02"39 2'03"52 2'05"20 2'11"45 2'13"07 2'13"63 2'59"16
宮崎大宮高校 宮崎商業高校 高田高校 西陵高校 球磨工業高校 宮崎工業高校 大分舞鶴高校 三潴高校 沖縄水産高校

41 26 26 24 21 17 15 11 10

宮崎商業高校 大口明光学園高校 大分舞鶴高校 三潴高校 西陵高校 高田高校 長崎西高校 人吉高校 鹿屋農業高校

58 11 11 8 6 6 3 2 2
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