
種別 種目 順位 選手名 ふりがな ゼッケン 所属 タイム
１位 松尾　健伸 まつお　けんしん 60 野 母 崎 中 学 校 2'34"95

２位 山口　蓮 やまぐち　れん 65 野母崎中学校 2'39"94

３位 山口　達也 やまぐち　たつや 61 野母崎中学校 2'55"51

１位 内野　煌士 うちの　こうし 62 野母崎中学校 2'59"53
２位 内野　大翔 うちの　やまと 63 野母崎中学校 3'07"12
３位 出口　純輝 でぐち　あつき 64 野母崎中学校 3'25"03

中学女子 カヤック・シングル中K-1 1位 真浦　雫 まうら　しずく 66 ながさき浦上川カヌークラブ 3'19"03
１位
２位

３位

吉岡　凛太郎 よしおか　りんたろう 2 西陵高等学校

松本　誉也 まつもと　たかや 6 西陵高等学校
小原　獅音 おはら　しおん 7 西陵高等学校
岸下　修人 きしした　しゅうと 8 西陵高等学校
林田　大誠 はやしだ　たいせい 10 西陵高等学校
山﨑　澪王 やまさき　れお 15 西陵高等学校
吉岡　凛太郎 よしおか　りんたろう 2 西陵高等学校
松本　誉也 まつもと　たかや 6 西陵高等学校
小原　獅音 おはら　しおん 7 西陵高等学校
岸下　修人 きしした　しゅうと 8 西陵高等学校
水島　颯太 みずしま　そうた 16 長崎西高等学校
植松　陽太 うえまつ　ひなた 17 長崎西高等学校
内村　僚 うちむら　りょう 18 長崎西高等学校
北浦　竜之介 きたうら　りゅうのすけ 19 長崎西高等学校
小西　航成 こにし　こうせい 3 西陵高等学校
岩本　直也 いわもと　なおや 9 西陵高等学校
林田　大誠 はやしだ　たいせい 10 西陵高等学校
山﨑　澪王 やまさき　れお 15 西陵高等学校

１位
２位
３位

古賀　晴喜 こが　はるき 4 西陵高等学校
内野　大雅 うちの　たいが 14 西陵高等学校
江崎　廉史 えざき　れんじ 20 長崎西高等学校
髙橋　幸村 たかはし　ゆきむら 21 長崎西高等学校
圓能寺　直央 えんのうじ　なお 5 西陵高等学校
前川　大和 まえかわ　やまと 12 西陵高等学校
古賀　晴喜 こが　はるき 4 西陵高等学校
内野　大雅 うちの　たいが 14 西陵高等学校
圓能寺　直央 えんのうじ　なお 5 西陵高等学校
前川　大和 まえかわ　やまと 12 西陵高等学校
江崎　廉史 えざき　れんじ 20 長崎西高等学校
髙橋　幸村 たかはし　ゆきむら 21 長崎西高等学校
堀川　逢叶 ほりかわ　あいと 23 長崎西高等学校
甲村　泰一朗 こうむら　たいいちろう 24 長崎西高等学校

１位
２位
３位

馬渡　花歩 まわたり　かほ 31 西陵高等学校
鐘ヶ江　愛華 かねがえ　あいか 32 西陵高等学校
川口　日菜子 かわぐち　ひなこ 34 西陵高等学校
島浦　美優 しまうら　みゆう 35 西陵高等学校
藤田　呼春 ふじた　こはる 37 西陵高等学校
永川　美咲 えいかわ　みさき 36 西陵高等学校
馬渡　花歩 まわたり　かほ 31 西陵高等学校
鐘ヶ江　愛華 かねがえ　あいか 32 西陵高等学校
村川　芽衣 むらかわ　めい 33 西陵高等学校
川口　日菜子 かわぐち　ひなこ 34 西陵高等学校
西岡　納菜 にしおか　なな 46 長崎西高等学校
福岡　千暖 ふくおか　ちはる 47 長崎西高等学校
荒木　渚紗 あらき　なぎさ 48 長崎西高等学校
久松　愛月 ひさまつ　あづき 50 長崎西高等学校
藤田　呼春 ふじた　こはる 37 西陵高等学校
永川　美咲 えいかわ　みさき 36 西陵高等学校
島浦　美優 しまうら　みゆう 35 西陵高等学校
古賀　夏姫 こが　なつき 39 西陵高等学校

カヤック・シングル　K-1 １位 水本　圭治 みずもと　けいじ 76 株式会社チョープロ 2'07"00

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 78 鹿屋体育大学 2'27"78

ワイルド･ウォーター　WWK-1 １位 寺島　崚一郎 てらしま　りょういちろう 77 諫早市役所 2'24"69

１位 中井　穂香 なかい　ほのか 79 東京女子体育大学 2'35"13

２位 西　　夏樹 にし　なつき 74 西陵高等学校（教） 2'48"71

カナディアン･シングル　WC-1 １位 野田　美里 のだ　みさと 57 長崎鶴洋高等学校 3'23"27

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 2'51"24

中学男子

カヤック・シングル

中K-1

カナディアン・シングル

中C-1

令 和 4 年 度 ( 第 73 回 ) 長 崎 県 民 体 育 大 会 カ ヌ ー 競 技

成績一覧表
日時：令和4年6月5日(日)
場所：長崎市野母町･野母港特設カヌー競技場
競技記録：決勝記録のみ

ジュニア

男子

カヤック・シングル

JK-1

カヤック・ペア

JK-2

１位 2'03"69

２位 2'09"02

３位 2'10"83

カヤック・フォア

JK-4

１位 1'58"09

２位 2'07"23

3位 2'12"69

カヤック・ペア

JWK-2

１位 2'31"46

カナディアン・シングル

JC-1

カナディアン・ペア

JC-2

１位 2'18"66

２位 2'25"16

３位 2'26"57

カナディアン・フォア

JC-4

１位 2'18"69

２位 2'28"09

2'23"37

成年男子

成年女子

カヤック・シングル　WK-1

２位 2'38"86

３位 2'40"75

カヤック・フォア

JWK-4

１位 2'15"84

２位 2'21"67

３位

ジュニア

女子

カヤック・シングル

JWK-1


