
令和４年度　熊本県高等学校総合体育大会カヌー競技大会　
決勝結果一覧表 令和４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）

　 おおせ　そら たなか　りくと しまづ なりあきら やまだ　ゆうと ふじはら　ゆうや いくた　しょう ささき　ゆうしん たけもと　かえで

　 大瀬　　空 田中　陸登 島津　成彰 山田　悠斗 藤原　優也 生田　翔 佐々木　雄信 嶽本　楓
Ｋ－１ 人吉高校 球磨工業高校 水俣高校 球磨工業高校 水俣高校 球磨工業高校 水俣高校 人吉高校

2’00 ” 20 2’03 ” 72 2’04 ” 08 2’04 ” 71 2’06 ” 74 2’07 ” 03 2’10 ” 15 2’10 ” 41
　 やまだ　ゆうと おおせ　そら ともだ ごうき そのだ　ゆうた ささき　ゆうしん いくた　しょう ながやま　はると やまぐち　しょうめい

　 山田　悠斗 大瀬　　空 友田　剛輝 園田　祐大 佐々木　雄信 生田　翔 永山　暖大 山口　祥明
　 たなか　りくと たけもと　かえで しまづ なりあきら おかもと　ゆうしん ふじはら　ゆうや あらけ　ともひろ なかむら　そうた ながはま　しゅうた

Ｋ－２ 田中　陸登 嶽本　楓 島津　成彰 岡本　悠心 藤原　優也 荒毛　智大 中村　颯汰 長濵　愁汰
球磨工業高校 人吉高校 水俣高校 球磨工業高校 水俣高校 球磨工業高校 人吉高校 水俣高校

1’56 ” 62 1’58 ” 07 2’01 ” 30 2’02 ” 11 2’02 ” 50 2’02 ” 80 2’03 ” 76 2’13 ” 57
　 たなか　りくと しまづ なりあきら おおせ　そら あらけ　ともひろ しおたに つばさ さとう けいすけ

田中　陸登 島津　成彰 大瀬　　空 荒毛　智大 塩谷　翼 佐藤　敬典
　 やまだ　ゆうと ともだ ごうき なかむら　そうた そのだ　ゆうた たにぐちしょうのしん まきもと やすたか

山田　悠斗 友田　剛輝 中村　颯汰 園田　祐大 谷口　正之慎 槇本　康孝
おかもと　ゆうしん ささき　ゆうしん たけもと　かえで ばば　たくみ ながはま　しゅうた やまぐち　しょうめい

Ｋ－４ 岡本　悠心 佐々木　雄信 嶽本　楓 馬場　拓規 長濵　愁汰 山口　祥明
　 いくた　しょう ふじはら　ゆうや ながやま　はると いとはら　しんのすけ のざき よしき たのうえ こうだい

生田　翔 藤原　優也 永山　暖大 糸原　慎之介 野﨑　義貴 田上　晃大
球磨工業高校 水俣高校 人吉高校 球磨工業高校 水俣高校 水俣高校

1’46 ” 04 1’47 ” 40 1’50 ” 43 1’57 ” 47 2’00 ” 87 2’01 ” 36
　 くろぎ　しょうた ながた　ゆうま ささき はやと かわなべ　ききょう やながわ　なつき やまなみ　あゆむ みぞべ　こはる よしだ　みお

　 黒木　翔太 永田　祐馬 佐々木　勇人 川邉　祈叶 柳川　夏輝 山並　歩夢 溝辺　琥春 吉田　実生
Ｃ－１ 球磨工業高校 球磨工業高校 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 水俣高校

2’20 ” 96 2’26 ” 25 2’28 ” 27 2’32 ” 98 2’38 ” 11 2’38 ” 59 2’42 ” 80 2’48 ” 65
　 くろぎ　しょうた ささき はやと かわなべ　ききょう やすだ　たいち あいこう　りゅうき いなば　きょうすけ かわはら　はるき

　 黒木　翔太 佐々木　勇人 川邉　祈叶 安田　太一 愛甲　竜生 稲葉　喬介 河原　遥輝
　 ながた　ゆうま やながわ　なつき やまなみ　あゆむ みぞべ　こはる おがた　こうだい あまの　かける まつおか　こうだい

Ｃ－２ 永田　祐馬 柳川　夏輝 山並　歩夢 溝辺　琥春 尾方　広大 天野　翔 松岡　滉大
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 水俣高校 球磨工業高校

2’15 ” 91 2’18 ” 20 2’24 ” 27 2’34 ” 63 2’38 ” 43 3’13 ” 88 3’24 ” 99
　 くろぎ　しょうた やすだ　たいち ささき はやと

　 黒木　翔太 安田　太一 佐々木　勇人
　 ながた　ゆうま あいこう　りゅうき いなば　きょうすけ

　 永田　祐馬 愛甲　竜生 稲葉　喬介
　 かわなべ　ききょう おがた　こうだい やながわ　なつき

Ｃ－４ 川邉　祈叶 尾方　広大 柳川　夏輝
　 みぞべ　こはる やまなみ　あゆむ あまの　かける

溝辺　琥春 山並　歩夢 天野　翔
球磨工業高校 球磨工業高校 水俣高校

2’06 ” 88 2’09 ” 47 2’23 ” 92
　 たなか　とうあ なかむら なつの はまだ　きらら つまがり　ゆいか さこだ　あすか しまだ　なぎさ もりやま　みおり さわむら　ふうか

　 田中　桃愛 中村　夏野 濵田　キララ 津曲　唯花 迫田明寿香 嶋田　渚 森山　澪里 澤村　風花
ＷＫ－１ 人吉高校 水俣高校 水俣高校 球磨工業高校 人吉高校 水俣高校 人吉高校 人吉高校

2’31 ” 17 2’37 ” 00 2’40 ” 47 2’47 ” 13 2’47 ” 40 2’52 ” 65 2’52 ” 65 3’01 ” 67
　 なかむら なつの さわむら　ふうか さこだ　あすか つまがり　ゆいか しまだ　なぎさ あらい れみ

　 中村　夏野 澤村　風花 迫田明寿香 津曲　唯花 嶋田　渚 新井　伶実
　 はまだ　きらら たなか　とうあ もりやま　みおり かわの　しょうこ やまぐち きょうか ふくだ さき

ＷＫ－２ 濵田　キララ 田中　桃愛 森山　澪里 河野　祥子 山口　杏華 福田　咲季
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

2’23 ” 24 2’33 ” 49 2’34 ” 20 2’43 ” 80 2’44 ” 02 2’52 ” 24
　 なかむら なつの さわむら　ふうか

　 中村　夏野 澤村　風花
　 はまだ　きらら さこだ　あすか

濵田　キララ 迫田明寿香
　 しまだ　なぎさ もりやま　みおり

ＷＫ－４ 嶋田　渚 森山　澪里
　 あらい れみ たなか　とうあ

新井　伶実 田中　桃愛
水俣高校 人吉高校

2’13 ” 52 2’16 ” 13
※WK-1は6位と7位は同着で、両方6位。

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位
球磨工業 水俣 人吉 水俣 人吉 球磨工業
109 点 64 点 24 点 39 点 36 点 10 点

球磨工業高校：令和３年度に続き２５回目の優勝 水俣高校：令和３年度に続き１７回目の優勝

期日：令和４年８月２日（火）開会式、３日（水）～６日（土）

シングル４位まで、ペア３位まで、フォア２位までは、令和４年度全九州高等学校体育大会、第１９回全九州高等学校カヌー競技大会へ出場決定。（長崎県伊諫早市特設カヌー競技場）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期日：令和４年６月１７日（金）開会式、１８日（土）～１９日（日）

１位は、令和４年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技会、第３８回全国高等学校カヌー選手権大会へ出場決定（香川県坂出市府中湖特ヌー競技場にて開催）

女子総合男子総合


