
平成２８年度　熊本県高等学校総合体育大会カヌー競技大会　
決勝一覧表 平成２８年５月２８日～５月２９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）

とみなが たつろう まつむら　けいすけ まるお なおや とざわ りょう かい しゅういちろう たやま しょうご なかがみ なおや

　 富永　達郎 松村　圭祐 丸尾　直矢 戸澤　　稜 甲斐　修一郎 田山　昇吾 中神　尚也  
Ｋ－１ 球磨工業高校 人吉高校 人吉高校 球磨工業高校 人吉高校 球磨工業高校 人吉高校

1’59 ” 54 2’01 ” 76 2’02 ” 19 2’02 ” 57 2’04 ” 35 2’04 ” 61 2’07 ” 29 ’ ” 
まるお なおや とざわ　りょう ふちがみ ゆうた なかがみ なおや いとう こうたろう はらだ かずおき

　 丸尾　直矢 戸澤　　稜 渕上　佑太 中神　尚也 伊藤　光太郎 原田　航知   
まつむら けいすけ とみなが　たつろう やまぐち ゆうぞう かい しゅういちろう もとやま　けいた たむら ゆうき

Ｋ－２ 松村　圭祐 富永　達郎 山口　ゆう蔵 甲斐　修一郎 本山　恵太 田村　祐輝   
人吉高校 球磨工業高校 水俣高校 人吉高校 水俣高校 人吉高校

1’48 ” 97 1’49 ” 15 1’49 ” 40 1’51 ” 42 1’52 ” 70 1’55 ” 85 ’ ” ’ ” 
まるお なおや おおくぼ　しゅんすけ とざわ りょう はらだ かずおき はしもと　てるき

丸尾　直矢 大久保　瞬介 戸澤　　稜 原田　航知 橋本　輝貴    
まつむら けいすけ ふちがみ　ゆうた とみなが たつろう たむら ゆうき えぐち ゆうた

松村　圭祐 渕上　佑太 富永　達郎 田村　祐輝 江口　勇汰    
Ｋ－４ なかがみ なおや まえだ　ようへい しいば こうき つねまつ ゆうき いとう こうたろう

中神　尚也 前田　陽平 椎葉　光紀 恒松　夕貴 伊藤　光太郎    
かい しゅういちろう やまぐち　ゆうぞう たやま しょうご きくかわ ひろき もとやま　けいた

甲斐　修一郎 山口　ゆう蔵 田山　昇吾 菊川　裕貴 本山　恵太    
人吉高校 水俣高校 球磨工業高校 人吉高校 水俣高校

1’40 ” 04 1’41 ” 49 1’43 ” 59 1’44 ” 31 1’54 ” 03 ’ ” ’ ” ’ ” 
はしもと りゅうき たかき　しょうた たけもと みつたか はしぐち しょうご しいば けんせい いしくら まさや たやま たいせい

　 橋本　龍稀 高木　翔大 嶽本　光孝 橋口　祥其 椎葉　懸生 石藏　昌也 田山　大誠  
Ｃ－１ 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 人吉高校 球磨工業高校

2’06 ” 49 2’10 ” 90 2’11 ” 70 2’12 ” 15 2’19 ” 26 2’19 ” 68 2’23 ” 00 ’ ” 
たかき しょうた はしぐち　しょうご しいば けんせい みぎた まさたか きむら やすひろ まつもと かいち

　 高木　翔大 橋口　祥其 椎葉　懸生 右田　眞崇 木村　泰大 松本　海地   
たけもと みつたか はしもと　りゅうき しいば しゅん たやま たいせい はやし まきと えぐち まさる

Ｃ－２ 嶽本　光孝 橋本　龍稀 椎葉 　 峻 田山　大誠 林　蒔人 江口　勝   
球磨工業高校 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

2’00 ” 69 2’03 ” 79 2’11 ” 95 2’12 ” 79 2’18 ” 93 2’36 ” 17 ’ ” ’ ” 
たかき しょうた しいば　けんせい

　 高木　翔大 椎葉　懸生       
はしぐち しょうご みぎた　まさたか

　 橋口　祥其 右田　眞崇       
はしもと りゅうき たやま　たいせい

 橋本　龍稀 田山　大誠       
たけもと みつたか しいば　しゅん

Ｃ－４ 嶽本　光孝 椎葉 　 峻       
球磨工業高校 球磨工業高校

1’53 ” 62 2’02 ” 29 ’ ” ’ ” ’ ” ’ ” ’ ” ’ ” 
はやしだ かおる ながた　まどか たかはし りなこ うえだ あやめ たきもり　あい やました りみ なかむら あいか

　 林田　薫 永田　まどか 高橋　莉奈子 上田　あやめ 瀧森　愛 山下　莉海 中村　愛香  
ＷＫ－１ 水俣高校 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

2’19 ” 54 2’27 ” 05 2’27 ” 88 2’29 ” 41 2’33 ” 88 2’34 ” 64 2’38 ” 90 ’ ” 
はやしだ かおる ながた　まどか うえの ゆか たきもり あい おがた まいか やました りみ

　 林田　薫 永田　まどか 上野　結花 瀧森　愛 尾方　舞香 山下　莉海   
うえだ あやめ ながた　まゆ たかはし りなこ なかむら あいか むらすえ　なつき やました なみ

ＷＫ－２ 上田　あやめ 永田　真由 高橋　莉奈子 中村　愛香 村末　奈津希 山下　奈海   
水俣高校 球磨工業高校 球磨工業高校 人吉高校 人吉高校 水俣高校

2’06 ” 87 2’13 ” 75 2’14 ” 38 2’17 ” 28 2’26 ” 08 2’26 ” 84 ’ ” ’ ” 
はやしだ かおる うえの　ゆか たきもり あい

　 林田　薫 上野　結花 瀧森　愛      
やました りみ ながた　まどか なかむら あいか

山下　莉海 永田　まどか 中村　愛香      
うえだ あやめ ながた　まゆ おがた まいか

上田　あやめ 永田　真由 尾方　舞香      
くらもと れいな たかはし　りなこ むらすえ なつき

ＷＫ－４ 倉本　怜奈 高橋　莉奈子 村末　奈津希      
水俣高校 球磨工業高校 人吉高校

1’59 ” 14 2’02 ” 23 2’07 ” 63 ’ ” ’ ” ’ ” ’ ” ’ ” 

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位
球磨工業 人吉 水俣 水俣 球磨工業 人吉
102 点 55 点 24 点 35 点 33 点 21 点

２１年連続２１回目 ５年連続１３回目

１位は、平成２８年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技会、第３２回全国高等学校カヌー選手権大会へ出場決定（山口県岩国市周東町中山湖特設カヌー競技場）
期日：平成２８年８月８日（火）開会式、９日（火）～１２日（金）

シングル４位まで、ペア３位まで、フォア２位までは、平成２８年度全九州高等学校体育大会、第１３回全九州高等学校カヌー競技大会へ出場決定。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮崎県児湯郡新富町富田浜漕艇場特設カヌー競技場

期日：平成２８年６月１７日（金）開会式、１８日（土）～１９日（日）

女子総合男子総合


