
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位

わたぬき　こうたろう こうの　なるき きら　たかまさ やまにし　りんたろう ひの　たいし やなぎもと　けんし みずえ　かいと ひらやま　ともき いとう　あおい
綿貫　晃太郎 河野　成玖 木良　崇将 山西　凜太郎 日野 泰志 栁本　剣士 水江　海人 平山　朝稀 伊藤 藍生

高田高校 高田高校 大分舞鶴高校 大分舞鶴高校 大分舞鶴高校 高田高校 高田高校 楊志館高校 大分舞鶴高校
1'53 ” 83 1'56 ” 91 1'57 ” 11 1'57 ” 53 2'00 ” 79 2'01 ” 06 2'02 ” 25 2'04 ” 91 2'08 ” 83

こうの　なるき やまにし　りんたろう いとう　あおい いお　みつはる
河野　成玖 山西　凜太郎 伊藤 藍生 井尾 光晴

やなぎもと　けんし きら　たかまさ こんどう　けんた そのだ　ひかり
栁本　剣士 木良　崇将 近藤 健太 薗田 光
高田高校 大分舞鶴高校 大分舞鶴高校 大分舞鶴高校

1'46 ” 91 1'53 ” 11 2'00 ” 28 2'29 ” 81
わたぬき　こうたろう やまにし　りんたろう

綿貫　晃太郎 山西　凜太郎
みずえ　かいと きら　たかまさ

水江　海人 木良　崇将
こうの　なるき いとう　あおい

河野　成玖 伊藤 藍生
やなぎもと　けんし ひの　たいし

栁本　剣士 日野 泰志
高田高校 大分舞鶴高校

1'38 ” 24 1'40 ” 54
たなか　ふうま やまぐち　だいき かのう　たかひこ はたの　はると ののむら　わたる ほり　そうた うじ　こうたろう あべ　りょうた いけもり　たくみ

田中　楓馬 山口　大貴 加納　嵩彦 波多野 大翔 野々村　航 堀　　颯太 宇治 幸太郎 阿部　亮太 池森　匠海
高田高校 高田高校 大分豊府高校 大分舞鶴高校 高田高校 高田高校 大分舞鶴高校 高田高校 高田高校

2'09 ” 20 2'14 ” 05 2'15 ” 01 2'16 ” 89 2'17 ” 46 2'21 ” 81 2'22 ” 23 2'23 ” 57 2'25 ” 48
やまぐち　だいき いけもり　たくみ かいはつ　けいと ふじた　なおゆき かのう　たかひこ

山口　大貴 池森　匠海 開發　啓至 藤田 直之 加納　嵩彦
ののむら　わたる あべ　りょうた うじ　こうたろう はたの　はると たかくら　りく

野々村　航 阿部　亮太 宇治 幸太郎 波多野 大翔 高倉　璃空
高田高校 高田高校 大分舞鶴高校 大分舞鶴高校 大分豊府高校

2'09 ” 09 2'12 ” 85 2'14 ” 97 2'17 ” 29 失格（転覆）
たなか　ふうま かいはつ　けいと

田中　楓馬 開發　啓至
やまぐち　だいき ふじた　なおゆき

山口　大貴 藤田 直之
ののむら　わたる はたの　はると

野々村　航 波多野 大翔
ほり　そうた うじ　こうたろう
堀　　颯太 宇治 幸太郎
高田高校 大分舞鶴高校

1'56 ” 06 2'08 ” 39
かわい　はな もり　さくらこ おおつか　ゆみは いけもと　かな なか　こはる いとう　なつ うえだ　ももか かつらぎ　あんな おばた　みう
川井　花菜 森　桜子 大塚　弓葉 池本　夏菜 仲 香遥 伊藤　夏 上田　桃華 葛城 杏菜 小畑 未侑

大分舞鶴高校 大分舞鶴高校 高田高校 高田高校 大分舞鶴高校 大分商業高校 高田高校 大分舞鶴高校 大分舞鶴高校
2'09 ” 29 2'15 ” 34 2'21 ” 17 2'23 ” 34 2'27 ” 08 2'27 ” 60 2'29 ” 92 2'31 ” 56 失格（転覆）

かわい　はな いけもと　かな おばた　みう うえだ　ももか えぐち　くれは はしもと　あいか しらいし　ももか さとう　みね
川井　花菜 池本　夏菜 小畑 未侑 上田　桃華 江口　紅葉 橋本　愛華 白石　百花 佐藤　美袮

もり　さくらこ おおつか　ゆみは なか　こはる ごとう　ゆいか みやはら　りこ とみた　せあ ふじい　あおば あらい　みづき
森　桜子 大塚　弓葉 仲 香遥 後藤　唯華 宮原　莉子 冨田　星光 藤井　青葉 新居　美月

大分舞鶴高校 高田高校 大分舞鶴高校 高田高校 高田高校 高田高校 高田高校 大分舞鶴高校
2'02 ” 43 2'11 ” 21 2'12 ” 96 2'21 ” 80 2'31 ” 27 2'55 ” 27 3'06 ” 58 3'11 ” 47

かわい　はな いけもと　かな えぐち　くれは
川井　花菜 池本　夏菜 江口　紅葉

もり　さくらこ おおつか　ゆみは みやはら　りこ
森　桜子 大塚　弓葉 宮原　莉子

かつらぎ　あんな うえだ　ももか とみた　せあ
葛城 杏菜 上田　桃華 冨田　星光

おばた　みう ごとう　ゆいか しらいし　ももか
小畑 未侑 後藤　唯華 白石　百花

大分舞鶴高校 高田高校 高田高校
1'56 ” 44 1'58 ” 81 2'35 ” 49

高田高校 大分舞鶴高校 大分豊府高校 楊志館高校 情報科学高校 大分商業高校 競技委員長 足立　和宏

82点 65点 6点 1点 0点 0点 記録主任 上田　由貴子

高田高校 大分舞鶴高校 大分商業高校 大分豊府高校

47点 43点 3点 0点

男子総合

女子総合

令和3年度　第69回大分県高等学校総合体育大会 カヌー競技　成績一覧
令和3年6月4日(土)～5日(日)　 豊後高田市真玉カヌー競技場
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