
種別 種目 順位 選手名 ふりがな ゼッケン 所属 タイム
１位 山﨑　澪王 やまさき　れお 81 ながさき浦上川カヌークラブ 2’23 ” 35
２位 野田　大輝 のだ　だいき 61 野母崎中学校 2’36 ” 67
３位 松尾　建伸 まつお　けんしん 65 野母崎中学校 2’41 ” 74
１位 山口　陽叶 やまぐち　はると 59 野母崎中学校 2’37 ” 04
２位 池田　陸人 いけだ　りくと 60 野母崎中学校 2’58 ” 34
３位 内野　煌士 うちの　こうし 62 野母崎中学校 3’07 ” 20

山口　陽叶 やまぐち　はると 59 野母崎中学校
池田　陸人 いけだ　りくと 60 野母崎中学校

1位 野澤　英 なざわ　はんな 58 たらみカヌークラブ 2’48 ” 43
2位 真浦　雫 まうら　しずく 82 ながさき浦上川カヌークラブ 3’00 ” 05
１位 山口　雄大 やまぐち　ゆうだい 2 西陵高等学校 2’02 ” 99
２位 宮部　幹大 みやべ　かんた 5 西陵高等学校 2’04 ” 62
３位 中田　隼翔 なかた　はやと 5 西陵高等学校 2’06 ” 69

中田　隼翔 なかた　はやと 4 西陵高等学校
宮部　幹大 みやべ　かんた 5 西陵高等学校
山口　雄大 やまぐち　ゆうだい 2 西陵高等学校
緒方　雄意 おがた　ゆうい 3 西陵高等学校
越田　將偉 こしだ　しょうい 6 西陵高等学校
山口　滉太 やまぐち　こうた 7 西陵高等学校
山口　雄大 やまぐち　ゆうだい 2 西陵高等学校
緒方　雄意 おがた　ゆうい 3 西陵高等学校
中田　隼翔 なかた　はやと 4 西陵高等学校
宮部　幹大 みやべ　かんた 5 西陵高等学校
越田　將偉 こしだ　しょうい 6 西陵高等学校
山口　滉太 やまぐち　こうた 7 西陵高等学校

吉岡　凛太郎 よしおか　りんたろう 12 西陵高等学校
松本　誉也 まつもと　たかや 16 西陵高等学校
廣繁　雅史 ひろしげ　まさし 18 長崎西高等学校
紀　達也 き　たつや 19 長崎西高等学校

水島　颯太 みずしま　そうた 24 長崎西高等学校
植松　陽太 うえまつ　ひなた 25 長崎西高等学校

１位 佐々木　晴叶 ささき　はると 9 西陵高等学校 2’15 ” 22
２位 緑川　穣 みどりかわ　じょう 21 長崎西高等学校 2’15 ” 44
３位 木津　龍之介 きつ　りゅうのすけ 8 西陵高等学校 2’16 ” 34

木津　龍之介 きつ　りゅうのすけ 8 西陵高等学校
佐々木　晴叶 ささき　はると 9 西陵高等学校
田島　晃貴 たしま　こうき 10 西陵高等学校
井上　颯磨 いのうえ　そうま 11 西陵高等学校
緑川　穣 みどりかわ　じょう 21 長崎西高等学校

梶原　考貴 かじわら　こうき 22 長崎西高等学校
木津　龍之介 きつ　りゅうのすけ 8 西陵高等学校
佐々木　晴叶 ささき　はると 9 西陵高等学校
田島　晃貴 たしま　こうき 10 西陵高等学校
井上　颯磨 いのうえ　そうま 11 西陵高等学校
緑川　穣 みどりかわ　じょう 21 長崎西高等学校

梶原　考貴 かじわら　こうき 22 長崎西高等学校
志田　倖太郎 しだ　こうたろう 23 長崎西高等学校
江崎　廉史 えざき　れんじ 28 長崎西高等学校

１位 米倉　愛奈 よねくら　まな 35 西陵高等学校 2’20 ” 48
２位 中富　千尋 なかとみ　ちひろ 36 西陵高等学校 2’25 ” 60
３位 向井　七海 むかい　ななみ 48 長崎西高等学校 2’26 ” 57

米倉　愛奈 よねくら　まな 35 西陵高等学校
吉田　夢花 よしだ　ゆめか 37 西陵高等学校
中富　千尋 なかとみ　ちひろ 36 西陵高等学校
森嵜　海凜 もりさき　かいり 38 西陵高等学校
冨永　理子 とみなが　りこ 39 西陵高等学校
馬渡　花歩 まわたり　かほ 41 西陵高等学校
米倉　愛奈 よねくら　まな 35 西陵高等学校
吉田　夢花 よしだ　ゆめか 37 西陵高等学校
中富　千尋 なかとみ　ちひろ 36 西陵高等学校

鐘ヶ江　愛華 かねがえ　あいか 40 西陵高等学校
森嵜　海凜 もりさき　かいり 38 西陵高等学校
冨永　理子 とみなが　りこ 39 西陵高等学校
馬渡　花歩 まわたり　かほ 41 西陵高等学校
島浦　美優 しまうら　みゆう 42 西陵高等学校

川口　日菜子 かわぐち　ひなこ 43 西陵高等学校
村川　芽衣 むらかわ　めい 44 西陵高等学校
藤田　呼春 ふじた　こはる 45 西陵高等学校
梅﨑　美波 うめさき　みなみ 47 西陵高等学校

カヤック・シングル　K-1 １位 寺島　崚一郎 てらしま　りょういちろう 76 諫早市役所 1’57 ” 61
カナディアン･シングル　C-1 １位 髙比良　海斗 たかひら　かいと 77 鹿屋体育大学 2’06 ” 88
ワイルド･ウォーター　WWK-1 １位 野口　祐樹 のぐち　ゆうき 74 鶴南特別支援学校（教） 2’31 ” 60
カヤック・シングル　WK-1 １位 中井　穂香 なかい　ほのか 78 東京女子体育大学 -

１位 菅原　彩花 すがわら　あやか 80 長崎県カヌー協会 2’45 ” 13
２位 西　　夏樹 にし　なつき 79 西陵高等学校（教） 2’49 ” 74
３位 野田　美里 のだ　みさと 57 長崎鶴洋高等学校 3’07 ” 20

ワイルドウォーター　WWWK-1 １位 保喜　ちひろ ほき　ちひろ 75 西海市役所 3’10 ” 33
小学3年生普及艇 １位 井下　夢心 いのした　ゆな 69 ながさき浦上川カヌークラブ 2’01 ” 06

小学4年生普及艇 １位 上村　小夏 うえむら　こなつ 73 たらみカヌークラブ 1’47 ” 57

小学5年生普及艇 １位 中嶋　瞭太 なかしま　りょうた 71 たらみカヌークラブ 1’46 ” 18
小学6年生普及艇 １位 井上　悠人 いのうえ　ゆうと 70 た ら み カ ヌ ー ク ラ ブ 1’39 ” 72
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令 和 3 年 度 ( 第 72 回 ) 長 崎 県 民 体 育 大 会 カ ヌ ー 競 技
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