
令和４年度　熊本県高等学校新人大会カヌー競技大会新人大会　兼　九州高等学校カヌー新人大会予選会

順位
種目

おおせ　そら しまづ なりあきら ささき　ゆうしん ふじはら　ゆうや たけもと　かえで いとはら　しんのすけ おかもと　ゆうしん なかむら　そうた

大瀬　空 島津　成彰 佐々木　雄信 藤原　優也 嶽本　楓 糸原　慎之介 岡本　悠心 中村　颯汰
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 球磨工業高校 人吉高校

1’56 ” 19 1’56 ” 40 2’00 ” 50 2’04 ” 01 2’04 ” 24 2’06 ” 31 2’06 ” 53 2’09 ” 51
おおせ　そら そのだ　ゆうた　 ながやま　はると たにぐちしょうのしん ながはま　しゅうた あらけ　ともひろ のざき よしき

大瀬　空 園田　祐大 永山　暖大 谷口　正之慎 長濵　愁汰 荒毛　智大 野﨑　義貴
たけもと　かえで おかもと　ゆうしん なかむら　そうた やまぐち　しょうめい こじま　たいしろう ばば　たくみ　 やなぎの ゆきや

嶽本　楓 岡本　悠心 中村　颯汰 山口　祥明 小嶋　大志郎 馬場　拓規 柳野　志弥
人吉高校 球磨工業高校 人吉高校 水俣高校 水俣高校 球磨工業高校 水俣高校

1’54 ” 13 2’01 ” 73 2’01 ” 97 2’07 ” 97 2’11 ” 74 2’13 ” 57 2’15 ” 22
よしだ　みお やまなみ　あゆむ やながわ　なつき おがた　こうだい みぞべ　こはる かわはら　はるき あいこう　りゅうき まつもと かずき

吉田　実生 山並　歩夢 柳川　夏輝 尾方　広大 溝辺　琥春 河原　遥輝 愛甲　竜生 松本　和樹
水俣高校 球磨工業高校 水俣高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 水俣高校

2’27 ” 75 2’28 ” 52 2’31 ” 34 2’34 ” 27 2’35 ” 30 2’37 ” 10 2’37 ” 39 2’56 ” 74
やまなみ　あゆむ やながわ　なつき あいこう　りゅうき まえむら　のぶしげ おがた　こうだい ばば　やすのり いなば　きょうすけ

山並　歩夢 柳川　夏輝 愛甲　竜生 前村　信繁 尾方　広大 馬場　泰典 稲葉　喬介
かわはら　はるき よしだ　みお みぞべ　こはる いわさき　じゅんや まつおか　こうだい いけだ　ゆうせい あまの　かける

河原　遥輝 吉田　実生 溝辺　琥春 岩﨑　遵也 松岡　滉大 池田　悠生 天野　翔
球磨工業高校 水俣高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 球磨工業高校 水俣高校

2’16 ” 96 2’20 ” 61 2’26 ” 16 2’38 ” 94 2’40 ” 76 3’02 ” 95 3’20 ” 01
たなか　とうあ つまがり　ゆいか はまだ　きらら さこだ　あすか もりやま　みおり かわの　しょうこ しまだ　なぎさ あらい れみ

田中　桃愛 津曲　唯花 濵田　キララ 迫田明寿香 森山　澪里 河野　祥子 嶋田　渚 新井　伶実
人吉高校 球磨工業高校 水俣高校 人吉高校 人吉高校 球磨工業高校 水俣高校 水俣高校

2’32 ” 92 2’41 ” 37 2’42 ” 49 2’48 ” 57 2’50 ” 48 2’51 ” 06 2’52 ” 36 2’59 ” 07
つまがり　ゆいか さこだ　あすか はまだ　きらら しまだ　なぎさ いたはし ゆめ さかもと はな とくいし　みく

津曲　唯花 迫田明寿香 濵田　キララ 嶋田　渚 板橋　夢 坂本　花菜 德石　美紅
かわの　しょうこ もりやま　みおり あらい れみ やまぐち きょうか なかむら さや ふくだ さき なかむら　なつお

河野　祥子 森山　澪里 新井　伶実 山口　杏華 中村　彩耶 福田　咲季 中村　夏生
球磨工業高校 人吉高校 水俣高校 水俣高校 水俣高校 水俣高校 人吉高校

2’18 ” 16 2’19 ” 01 2’20 ” 30 2’22 ” 80 2’37 ” 92 2’40 ” 04 3’18 ” 81
1 2 3 4 5 6 7 8

団体 第１位 第２位 第３位 団体 第１位 第２位 第３位
球磨工業 水俣 人吉 水俣 人吉 球磨工業

６２点 ５３点 ２７点 ２７点 ２６点 １８点

Ｃ－２

ＷＫ－１

ＷＫ－２

男子総合 女子総合

シングル競技は８位、ペア競技は９位までの選手は、九州高等学校カヌー競技新人大会（１０月２２日（土）・２３日（日）鹿児島県伊佐市菱刈カヌー競技場）への出場権を獲得

第７位
(2点)

第８位
(1点)

Ｋ－１

令和４年９月２４日（土）・２５日（日）熊本県菊池市斑蛇口湖ボート場

Ｋ－２

第５位
(4点)

第６位
(3点)

Ｃ－１

第１位
(8点)

第２位
(7点)

第３位
(6点)

第４位
(5点)


