
平成２８年度　熊本県高等学校県下新人大会カヌー競技
決勝一覧表 平成２８年９月２５日　熊本県水俣市水俣川

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

　 たやま　しょうご きくかわ　ひろき つねまつ　ゆうき いとう　こうたろう こじま　ひろき みぞぐち　まさと いはら　ほまれ ふじかわ　しょうと

　 田山　昇吾 菊川　裕貴 恒松　夕貴 伊藤　光太郎 小島　大輝 溝口　純人 猪原　誉 藤川　翔斗
Ｋ－１ 球磨工業高校 人吉高校 人吉高校 水俣高校 水俣高校 水俣高校 人吉高校 球磨工業高校

2’02 ” 65 2’07 ” 85 2’09 ” 09 2’11 ” 45 2’14 ” 10 2’14 ” 63 2’17 ” 55 2’20 ” 62
　 しいば　ゆうと こじま　ひろき たむら　ゆうき ふじかわ　しょうと もりした　りく つねまつ　ゆうき もりした　しょうごう いでした　ひろき

　 椎葉　裕斗 小島　大輝 田村　祐輝 藤川　翔斗 森下　陸 恒松　夕貴 森下　将剛 井手下　弘樹
　 たやま　しょうご いとう　こうたろう きくかわ　ひろき やまぐち　りゅう たぐち　こうせい いはら　ほまれ つねまつ　こうしん こじま　たくみ

Ｋ－２ 田山　昇吾 伊藤　光太郎 菊川　裕貴 山口　  竜 田口　幸征 猪原　誉 恒松　響心 小島　匠
球磨工業高校 水俣高校 人吉高校 球磨工業高校 水俣高校 人吉高校 人吉高校 水俣高校

1’49 ” 52 1’53 ” 93 1’55 ” 00 1’59 ” 74 2’00 ” 51 2’01 ” 66 2’05 ” 06 2’17 ” 24
　 しいば　けんせい たやま　たいせい いしくら　まさや しいば　しゅん はやし　まきと はしもと　しょう たなか　じゅんな みぎた　まさたか

　 椎葉　懸生 田山　大誠 石藏　昌也 椎葉 　 峻 林　蒔人 橋本　翔 田中　遵奈 右田　眞崇
Ｃ－１ 球磨工業高校 球磨工業高校 人吉高校 球磨工業高校 人吉高校 球磨工業高校 水俣高校 球磨工業高校

2’15 ” 12 2’18 ” 35 2’18 ” 79 2’20 ” 00 2’27 ” 23 2’39 ” 61 2’46 ” 52 転覆（失格）
　 しいば　けんせい はやし　まきと みぎた　まさたか はしもと　しょう しんぼり　まさひこ しもむら　こうた たなか　じゅんな

　 椎葉　懸生 林　蒔人 右田　眞崇 橋本　翔 新堀　将彦 下村　光太 田中　遵奈
　 しいば　しゅん いしくら　まさや たやま　たいせい だんむら　たいせい はやし　かずや かわむら　ゆうすけ どうざき　たける

Ｃ－２ 椎葉 　 峻 石藏　昌也 田山　大誠 段村　大成 林　加寿哉 川村　祐輔 道﨑　英
球磨工業高校 人吉高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 人吉高校 水俣高校

2’11 ” 69 2’17 ” 06 2’18 ” 41 2’33 ” 46 2’37 ” 16 2’47 ” 42 2’57 ” 88
　 たかはし　りなこ ながた　まゆ うえだ　あやめ おがた　まいか くらもと　れいな やまもと　まゆこ むらすえ　なつき つるだ　れな

　 高橋　莉奈子 永田　真由 上田　あやめ 尾方　舞香 倉本　怜奈 山本　真結子 村末　奈津希 鶴田　玲梨
ＷＫ－１ 球磨工業高校 球磨工業高校 水俣高校 人吉高校 水俣高校 人吉高校 人吉高校 人吉高校

2’24 ” 39 2’29 ” 83 2’30 ” 35 2’37 ” 19 2’37 ” 84 2’39 ” 86 2’41 ” 00 2’45 ” 17
　 たけざき　あん しゅ　あきえ

　 竹﨑　杏 朱　昭衣
ＷＣ－１ 球磨工業高校 水俣高校

2’55 ” 13 3’21 ” 43
　 ながた　まゆ うえだ　あやめ おがた　まいか つるだ　れな

　 永田　真由 上田　あやめ 尾方　舞香 鶴田　玲梨
　 たかはし　りなこ くらもと　れいな むらすえ　なつき やまもと　まゆこ

ＷＫ－２ 高橋　莉奈子 倉本　怜奈 村末　奈津希 山本　真結子
球磨工業高校 水俣高校 人吉高校 人吉高校

2’11 ” 54 2’13 ” 83 2’22 ” 85 2’23 ” 61

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

      

    


	総合成績

