
専門部長　　副島　一春　　　 専門委員長　松永　弘之　　　

●Ｈ２５佐賀県高等学校新人大会 　楠本（城南２）　　２着　８分27秒２

　兼全国高等学校選抜大会佐賀県予選 　内田（城南２）　　３着　９分07秒１

会場　富士しゃくなげ湖ＢＣ２，０００ｍ（佐賀市） ＳＨ１組

日程　開 始 式　9/21（土） 　繁田（唐津東２）　３着　７分57秒９

　　　競    技　9/21（土）～22（日） 　加治（唐津西２）　２着　７分55秒８

　　　表　　彰　9/21（日） 　高井良（城南２）　１着　７分50秒５

　Ｈ２４．４月にオープンした嘉瀬川ダム富士しゃく 　永尾（唐津東２）　４着　８分04秒８

なげ湖での２回目の公式戦。佐県ボ主催で、第１回 ＳＨ２組

「ＡＬＬ佐賀新人ボート選手権大会」が同時開催され 　楠本（城南２）　　１着　８分15秒０

県内の中学クルー、長崎県の高校クルーが参加し、熱 　通山（唐津西１）　２着　８分25秒７

戦が繰り広げられた。 　中山（唐津西１）　３着　８分36秒７

○男子シングルスカル 　田中（唐津東１）　４着　８分41秒７

ＦＨ１組 ＳＨ３組

　永尾（唐津東２）　３着　７分59秒１ 　脇山（唐津西１）　２着　８分34秒２

　繁田（唐津東２）　１着　７分49秒８ 　川分（早稲佐２）　１着　８分33秒５

　加治（唐津西２）　２着　７分53秒４ 　池内（唐津西１）　４着　８分42秒８

　川分（早稲佐２）　４着　８分44秒９ 　市丸（唐津西１）　３着　８分34秒５

ＦＨ２組 ＳＨ４組

　梁川（早稲佐２）　１着　９分03秒４ 　梁川（早稲佐２）　２着　８分48秒０

　村上（早稲佐１）　棄権 　内田（城南２）　　１着　７分56秒７

　内田（早稲佐１）　２着　９分35秒５ 　藤井（唐津西１）　４着　９分17秒７

　木下（早稲佐１）　３着　10分30秒９ 　内田（早稲佐１）　３着　８分52秒９

ＦＨ３組 ＳＨ５組

　池内（唐津西１）　３着　８分46秒４ 　木下（早稲佐１）　１着　９分44秒９

　通山（唐津西１）　１着　８分41秒４ 　村上（早稲佐１）　棄権

　藤井（唐津西１）　４着　９分19秒６ ＳＦ１組

　中山（唐津西１）　２着　８分42秒２ 　高井良（城南２）　１着　８分11秒６

ＦＨ４組 　中山（唐津西１）　２着　８分52秒８

　田中（唐津東１）　１着　８分43秒２ 　田中（唐津東１）　３着　９分07秒０

　市丸（唐津西１）　３着　８分56秒７ ＳＦ２組

　脇山（唐津西１）　２着　８分43秒６ 　繁田（唐津東２）　１着　８分24秒１

ＦＨ５組 　川分（早稲佐２）　２着　９分00秒０

　高井良（城南２）　１着　７分56秒１ 　池内（唐津西１）　３着　９分13秒８



ＳＦ３組 　中島（城南１）　２着　９分05秒３

　加治（唐津西２）　１着　８分20秒４ ＦＨ２組

　脇山（唐津西１）　２着　９分01秒６ 　千住（唐津西２）　１着　８分51秒３

　市丸（唐津西１）　３着　９分08秒９ 　丸尾（唐津商２）　４着　９分56秒１

ＳＦ４組 　牧山（唐津西２）　２着　８分56秒４

　永尾（唐津東２）　２着　８分17秒４ 　下尾（唐津商２）　３着　９分23秒１

　内田（城南２）　　１着　８分12秒９ ＦＨ３組

　梁川（早稲佐２）　３着　９分10秒７ 　石原（唐津東２）　２着　９分48秒０

　木下（早稲佐１）　４着　10分47秒３ 　吉岡（唐津東１）　１着　９分25秒８

ＳＦ５組 　渡部（唐津西１）　３着　10分02秒２

　楠本（城南２）　　１着　８分31秒７ ＳＨ１組

　通山（唐津西１）　２着　９分03秒９ 　千住（唐津西２）　２着　８分55秒３

　内田（早稲佐１）　３着　９分19秒０ 　牧山（唐津西２）　３着　８分58秒８

　藤井（唐津西１）　４着　９分32秒９ 　田崎（城南２）　　１着　８分49秒３

ＦＡ 　中島（城南１）　　４着　９分04秒１

　高井良（城南２）　２着　８分16秒６ ＳＨ２組

　内田（城南２）　　１着　８分14秒０ 　橋村（城南２）　　１着　９分10秒４

　加治（唐津西２）　４着　８分29秒３　⇒２位 　下尾（唐津商２）　２着　９分15秒３

　繁田（唐津東２）　３着　８分17秒０　⇒１位 　吉岡（唐津東１）　３着　９分17秒５

ＦＢ 　石原（唐津東２）　４着　９分58秒０

　楠本（城南２）　　２着　８分33秒９ ＳＨ３組

　永尾（唐津東２）　１着　８分22秒５　⇒３位 　丸尾（唐津商２）　１着　９分15秒０

　中山（唐津西１）　３着　９分00秒８　⇒４位 　渡部（唐津西１）　２着　10分13秒６

　川分（早稲佐２）　４着　９分13秒９　⇒５位 　緒方（城南２）

ＦＣ ＳＦ１組

　脇山（唐津西１）　２着　８分54秒０　⇒７位 　千住（唐津西２）　１着　９分36秒２

　通山（唐津西１）　１着　８分50秒８　⇒６位 　下尾（唐津商２）　２着　９分46秒２

　田中（唐津東１）　３着　８分57秒７　⇒８位 　吉岡（唐津東１）　３着　10分03秒５

　市丸（唐津西１）　４着　８分57秒９ ＳＦ２組

ＦＤ 　田崎（城南２）　　１着　９分33秒３

　梁川（早稲佐２）　１着　９分15秒１ 　橋村（城南２）　　２着　９分38秒７

　池内（唐津西１）　２着　９分20秒９ 　丸尾（唐津商２）　４着　９分57秒１

　内田（早稲佐１　　３着　９分28秒４ 　緒方（城南２）　　３着　９分42秒１

ＦＥ ＳＦ３組

　藤井（唐津西１）　１着　９分46秒５ 　牧山（唐津西２）　２着　９分42秒１

　木下（早稲佐１）　２着　10分38秒３ 　中島（城南１）　　１着　９分32秒０

○女子シングルスカル 　石原（唐津東２）　３着　10分29秒６

ＦＨ１組 　渡部（唐津西１）　４着　10分36秒８

　田崎（城南２）　１着　９分02秒４ ＦＡ

　緒方（城南２） 　中島（城南１）　　３着　10分06秒１

　橋村（城南２）　３着　９分22秒３ 　田崎（城南２）　　１着　９分30秒０



　千住（唐津西２）　２着　９分53秒３　⇒１位 　出先（熊本学園大付属）　５着　９分43秒20

　橋村（城南２）　　４着　10分16秒１ 敗者復活

ＦＢ 　渡部（唐津西）　　　　　６着　11分21秒05

　牧山（唐津西２）　１着　９分56秒０　⇒２位 　出先（熊本学園大付属）　４着　10分19秒66

　下尾（唐津商２）　３着　10分10秒５　⇒３位 　吉岡（唐津東）　　　　　２着　９分57秒53

　緒方（城南２）　　２着　10分08秒１ 　吉田（長崎明誠）　　　　１着　９分56秒62

　吉岡（唐津東１）　４着　10分11秒６　⇒４位 　高濱（済々黌）　　　　　３着　10分07秒88

ＦＣ 　佐藤（高鍋）　　　　　　５着　10分34秒49

　石原（唐津東２）　２着　11分30秒２　⇒６位 準決勝１組

　丸尾（唐津商２）　１着　10分34秒８　⇒５位 　高濱（済々黌）　　５着　９分25秒28

　渡部（唐津西１）　３着　11分56秒９　⇒７位 　水野（東筑）　　　３着　９分04秒62

　高野（日田三隈）　１着　８分49秒72

●Ｈ２５全国高等学校選抜大会九州地区予選 　中島（大村城南）　２着　８分54秒21

会場　斑蛇口湖ボート場２，０００ｍ（菊池市） 　吉岡（唐津東）　　４着　９分18秒35

日程　公式練習　11/1（金） ○男子シングルスカル

　　　開 始 式　11/1（金） 予選１組

　　　競    技　11/2（土）～3（日） 　北川（佐世保高専）　２着　７分58秒79

　　　表　　彰　11/３（日） 　押川（宮崎商業）　　４着　８分00秒25

　女子シングルスカル２クルー、男子シングルスカル 　加治（唐津西）　　　１着　７分58秒19

１クルー、女子ダブルスカル２クルー、男子ダブルス 　出口（東筑）　　　　３着　７分59秒36

カル２クルー、男子舵手つきクォドルプル１クルーが 　宮崎（日田三隈）　　５着　８分24秒69

参戦した。男子ダブルスカルの唐津東（永尾、繁田） 予選２組

が第４位、女子ダブルスカル（千住、牧山）が優勝し 　春日（済々黌）　　　３着　８分23秒84

来年３月に静岡県天竜川で開催される、全国高等学校 　田中（唐津東）　　　４着　８分36秒64

選抜ボート大会の出場権を獲得した。男子シングルス 　城臺（長崎明誠）　　２着　８分08秒14

カルに出場した加治（唐津西２）は、決勝５位と惜し 　河津（日田林工）　　１着　７分46秒14

くも全国選抜大会の出場権を逃した。 　中之薗（川内商工）　５着　８分55秒73

○女子シングルスカル 敗者復活

予選１組 　木下（鹿屋工業）　　失格

　渡部（唐津西）　　６着　10分11秒93 　宮崎（日田三隈）　　３着　９分14秒32

　黒木（宮崎商業）　１着　８分54秒20 　押川（宮崎商業）　　１着　９分01秒80

　水野（東筑）　　　２着　８分54秒74 　田中（唐津東）　　　２着　９分10秒97

　高濱（済々黌）　　５着　９分21秒01 　中之薗（川内商工）　失格　

　宮園（鹿屋工業）　３着　９分05秒71 準決勝２組

　吉田（長崎明誠）　４着　９分19秒59 　田中（唐津東）　　　６着　８分42秒58

予選２組 　城臺（長崎明誠）　　３着　８分01秒10

　佐藤（高鍋）　　　６着　９分46秒16 　北川（佐世保高専）　２着　８分00秒70

　中島（大村城南）　３着　９分02秒26 　加治（唐津西）　　　１着　８分00秒27

　吉岡（唐津東）　　４着　９分19秒87 　井之上（高鍋）　　　４着　８分05秒03

　上京（鹿屋）　　　２着　８分40秒65 　押川（宮崎商業）　　５着　８分11秒01

　高野（日田三隈）　１着　８分36秒60 決勝



　出口（東筑）　　　　　　　４着　８分16秒30 　大村　　　　　　　４着　７分56秒28

　北川（佐世保高専）　　　　　　　途中棄権 　早稲田佐賀　　　　５着　８分04秒79

　加治（唐津西）　　　　　　５着　８分18秒16 　高鍋　　　　　　　３着　７分48秒41

　河津（日田林工）　　　　　１着　７分49秒78 　熊本学園大学付属　２着　７分24秒27

　穴見（熊本学園大学付属）　２着　８分08秒92 　日田三隈　　　　　１着　７分21秒17

　城臺（長崎明誠）　　　　　３着　８分12秒38 予選３組

○女子ダブルスカル 　唐津東　　２着　７分18秒61

予選１組 　長崎明誠　１着　７分14秒48

　長崎明誠　４着　８分25秒45 　東筑　　　３着　７分32秒98

　日田三隈　５着　８分43秒99 　川内　　　４着　７分45秒28

　唐津西　　１着　８分13秒08 敗者復活

　東筑　　　２着　８分15秒92 　済々黌　　　２着　８分00秒14

　高鍋　　　３着　８分19秒70 　宮崎商業　　３着　８分01秒16

　川内　　　６着　８分50秒22 　川内　　　　１着　７分51秒05

予選２組 　大村　　　　４着　８分03秒87

　唐津商業　　　　　３着　８分36秒30 　早稲田佐賀　５着　８分22秒90

　熊本学園大学付属　５着　９分05秒13 準決勝１組

　大村　　　　　　　２着　８分19秒20 　宮崎商業　６着　７分56秒40

　日田　　　　　　　１着　８分15秒82 　高鍋　　　４着　７分33秒04

　宮崎商業　　　　　４着　８分59秒03 　唐津東　　１着　７分13秒50

準決勝１組 　日田　　　２着　７分24秒31

　川内　　　５着　９分03秒04 　日田三隈　３着　７分27秒92

　高鍋　　　２着　８分21秒25 　八幡工業　５着　７分45秒04

　唐津西　　１着　８分13秒06 決勝

　大村　　　３着　８分26秒69 　日田三隈　　　　　６着　７分29秒13

　日田三隈　４着　８分37秒34 　鹿屋　　　　　　　２着　７分13秒20

準決勝２組 　熊本学園大学付属　５着　７分19秒89

　宮崎商業　５着　９分09秒43 　長崎明誠　　　　　３着　７分16秒16

　唐津商業　４着　８分32秒69 　唐津東　　　　　　４着　７分17秒32

　日田　　　２着　８分20秒66 　日田　　　　　　　１着　７分04秒73

　東筑　　　３着　８分24秒14 ○男子舵手つきクォドルプル

　長崎明誠　１着　８分16秒31 予選１組

決勝 　日田　　　４着　７分12秒32

　大村　　　５着　８分21秒69 　東筑　　　３着　７分04秒96

　高鍋　　　６着　８分27秒10 　唐津西　　６着　７分40秒87

　長崎明誠　４着　８分20秒19 　大村城南　２着　７分03秒29

　唐津西　　１着　８分15秒04 　八代清流　１着　６分56秒39

　日田　　　２着　８分17秒07 　川内　　　５着　７分20秒81

　東筑　　　３着　８分18秒90 敗者復活

○男子ダブルスカル 　川内　　　４着　７分21秒60

予選１組 　日田三隈　２着　７分12秒05



　八幡工業　１着　７分11秒82 敗者復活１組

　日田　　　３着　７分19秒36 　今治西　　　　　　１着　３分23秒78

　唐津西　　５着　７分46秒15 　鹿屋　　　　　　　４着　３分27秒51

　米子工業高等専門　２着　３分25秒70

●Ｈ２６全国高等学校選抜ボート大会 　石巻　　　　　　　６着　３分32秒31

会場　天竜ボート場　２，０００ｍ（天竜市） 　江津工業　　　　　３着　３分27秒24

日程　公式練習　3/20（木） 　唐津東　　　　　　５着　３分31秒19

　　　開 始 式　3/20（木）

　　　競    技　3/21（金）～23（日） 　平成２６年度の部員数は、唐津東高校８名、唐津西

　　　表　　彰　3/23（日） 高校１３名、唐津商業高校２名、早稲田佐賀高校３名

　女子ダブルスカルに唐津西高校（千住、牧山）、男 の合計２１名（女子１０名）でスタートした。

子ダブルスカルに唐津東高校（永尾、繁田）が参戦し 　高体連関係の大会は、佐賀県高校総体（６月上旬）

た。女子ダブルスカルは、予選の組合せもよく、予選 全九州高校総体（６月下旬）、全国高校総体（８月上

３着で準決勝に進出したが、準決勝では大差をつけら 旬）、佐賀県高校新人兼全国高校選抜県予選（９月中

れ４着と決勝に進出することができなかった。男子ダ 旬）全国高校選抜九州地区予選（１１月上旬）が開催

ブルスカルは、予選６着、敗者復活５着と、予選敗退 され、県内高校生が出場した。

した。両クルーとも、完全に力不足であった。今シー

ズンの始まりのレースでもあり、今後のレースに生か ●Ｈ２６佐賀県高等学校総合体育大会

していきたい。 会場　松浦川ボートコース１，０００ｍ（唐津市）

○女子ダブルスカル 日程　会場設営　5/17（土）～5/18（日）

予選３組 　　　　　　　　5/27（火）～5/30（金）

　今治西　　１着　８分04秒23 　　　開 始 式　5/30（金）

　唐津西　　３着　８分09秒86 　　　競    技　5/31（土）～6/1（日）

　廿日市　　４着　８分10秒71 　　　表　　彰　6/1（日）表彰終了後、会場撤去

　田村　　　２着　８分08秒94 　今年も会場設営（コースブイ）に多くの日数を費や

　小樽桜陽　６着　９分23秒32 し、多方面にご迷惑をおかけした。九州・全国総体へ

　浜松北　　５着　８分23秒40 とつながる大会だけに、白熱したレースとなった。

準決勝３組 また、ＡＬＬ佐賀ボート選手権大会（国民体育大会、

　今治西　３着　３分47秒56 全日本中学選手権大会の県予選）も同時開催され、県

　今治南　２着　３分46秒29 内外の成年選手や早稲田佐賀中、第五中の選手が参加

　唐津西　４着　３分55秒09 した。

　彦根東　１着　３分45秒33 ○女子シングルスカル

○男子ダブルスカル Ｈ１（予選１組）

予選３組 　千住（唐津西３）　１着　４分12秒８

　浜松西　２着　７分32秒68 　牧山（唐津西３）　３着　４分21秒４

　日田　　１着　７分21秒64 　吉岡（唐津東２）　２着　４分21秒１

　石巻　　５着　7分42秒98 　丸尾（唐津商３）　４着　４分30秒１

　唐津東　６着　７分59秒76 Ｈ２（予選２組）

　恵那　　３着　７分38秒37 　石原（唐津東３）　１着　４分42秒１

　鹿屋　　４着　７分38秒83 　渡辺（唐津西２）　２着　４分49秒７



ＦＡ（決勝Ａ　１～４位） 　小松（唐津東１）　３着　５分39秒３

　千住（唐津西３）　１着　４分51秒１ 　横田（唐津東２）　１着　５分26秒７

　吉岡（唐津東２）　３着　５分00秒２ 　松尾（唐津東１）　４着　７分03秒２

　牧山（唐津西３）　２着　４分59秒０ ○男子シングルスカル２部（１年生のみ）

　丸尾（唐津商３）　４着　５分17秒５ Ｈ１（予選１組）

ＦＢ（決勝Ｂ　５～６位） 　松本（唐津西１）　２着　４分38秒１

　石原（唐津東３）　１着　５分28秒６ 　吉本（唐津西１）　４着　４分47秒６

　渡辺（唐津西２）　２着　５分35秒６ 　内本（唐津西１）　１着　４分30秒７

○男子シングルスカル 　佐伯（唐津西１）　３着　４分42秒２

Ｈ１（予選１組） Ｈ２（予選２組）

　永尾（唐津東３）　１着　３分43秒５ 　長畑（唐津西１）　　　２着　５分44秒４

　加治（唐津西３）　２着　３分47秒０ 　今（早稲田佐賀１）　　１着　５分07秒３

　中山（唐津西２）　３着　３分50秒０ 　下島（早稲田佐賀１）　３着　６分22秒２

　田中（唐津東２）　４着　３分51秒２ ＦＡ（決勝Ａ　１～５位）

　通山（唐津西２）　５着　３分52秒３ 　内本（唐津西１）　　１着　５分20秒１

Ｈ２（予選２組） 　松本（唐津西１）　　２着　５分32秒４　

　繁田（唐津東３）　　　１着　３分47秒６ 　佐伯（唐津西１）　　　　　除外

　市丸（唐津西２）　　　２着　３分58秒７ 　吉本（唐津西１）　　３着　５分53秒８

　川分（早稲田佐賀３）　３着　４分02秒７ 　今（早稲田佐賀１）　４着　６分14秒２

　梁川（早稲田佐賀３）　５着　４分12秒０ ＦＢ（決勝Ｂ　６～７位）

　内田（早稲田佐賀２）　４着　４分10秒６ 　長畑（唐津西１）　　　１着　６分57秒８

ＦＡ（決勝Ａ　１～５位） 　下島（早稲田佐賀１）　２着　７分15秒３

　永尾（唐津東３）　１着　４分15秒６ ○女子ダブルスカル

　加治（唐津西３）　２着　４分17秒６ Ｆ①（決勝①）

　繁田（唐津東３）　３着　４分19秒２ 　唐津西　　２着　４分50秒６

　中山（唐津西２）　５着　４分23秒９ 　唐津東　　１着　４分48秒２

　田中（唐津東２）　４着　４分21秒９ 　唐津商業　３着　４分55秒５

ＦＢ（決勝Ｂ　６～１０位） Ｆ②（決勝②）

　通山（唐津西２）　　　１着　４分27秒１ 　唐津西　　２着　４分57秒４

　市丸（唐津西２）　　　２着　４分27秒８ 　唐津東　　１着　４分53秒１

　川分（早稲田佐賀３）　４着　４分36秒８ 　唐津商業　３着　５分09秒２

　内田（早稲田佐賀２）　３着　４分34秒７ 最終順位

　梁川（早稲田佐賀３）　５着　４分43秒９ 　唐津東　　１位

○女子シングルスカル２部（１年生のみ） 　唐津西　　２位

Ｈ（予選） 　唐津商業　３位

　小松（唐津東１）　２着　４分54秒２ ○男子ダブルスカル

　國元（唐津商１）　１着　４分46秒６ Ｆ①（決勝①）

　横田（唐津東２）　３着　４分56秒０ 　唐津西Ａ　　２着　４分07秒９

　松尾（唐津東１）　４着　５分20秒９ 　唐津東　　　１着　４分02秒５

Ｆ（決勝） 　唐津西Ｂ　　３着　４分17秒０

　國元（唐津商１）　２着　５分35秒５ 　早稲田佐賀　４着　４分36秒５



Ｆ②（決勝②） Ｆ②（決勝②）

　唐津西Ａ　　２着　４分07秒３ 　唐津西　　　　１着　３分44秒１

　唐津東　　　１着　４分04秒７ 　唐津ジュニア　　　　３分48秒１

　唐津西Ｂ　　３着　４分21秒８ 最終順位

　早稲田佐賀　４着　４分45秒１ 　唐津西　１位

最終順位 ○総合成績

　唐津東　　　１位 　男子　１位　唐津西　　　27.5点

　唐津西Ａ　　２位 　　　　２位　唐津東　　　15　点

　唐津西Ｂ　　３位 　　　　３位　早稲田佐賀　 0.5点

　早稲田佐賀　４位 　女子　１位　唐津東　    25.5点

○女子ダブルスカル２部 　　　　２位　唐津西　    11  点

○男子ダブルスカル２部 　　　　３位　唐津商　     4.5点

Ｆ①（決勝①）

　唐津東Ｗ２　　１着　５分23秒２ ●Ｈ２６全九州高等学校体育大会

　唐津西ＡＭ２　１着　５分03秒３ 会場　形上湾漕艇場１，０００ｍ（長崎市）

　唐津西ＢＭ２　２着　５分07秒６ 日程　公式練習　6/20（金）

Ｆ②（決勝②） 　　　開 始 式　6/20（金）

　唐津東Ｗ２　　１着　５分12秒０ 　　　競    技　6/21（土）～22（日）

　唐津西ＡＭ２　１着　５分03秒４ 　　　表　　彰　6/22（日）

　唐津西ＢＭ２　２着　５分08秒６ 　女子シングルスカル２クルー、男子シングルスカル

最終順位 ２クルー、女子ダブルスカル２クルー、男子ダブルス

　唐津東Ｗ２　　　１位 カル２クルー、男子舵手つきクォドルプル１クルーが

　唐津西ＡＭ２　　１位 参戦した。１年、２年生中心のクルーであったため、

　唐津西ＢＭ２　　２位 ”全種目決勝進出ならず”という悲惨な結果に終わっ

○女子舵手つきクォドルプル た。

○男子舵手つきクォドルプル２部 ○女子シングルスカル

Ｆ①（決勝①） 予選Ｃ組

　唐津西Ｍ４　　　　１着　３分56秒７ 　岩永（大村）　　　４着　４分22秒80

　唐津東Ｗ４　　　　１着　４分03秒３ 　千住（唐津西）　　２着　４分15秒05

　唐津ジュニアＷ４　　　　４分11秒９ 　黒木（宮崎商業）　３着　４分19秒78

Ｆ②（決勝②） 　大門（日田林工）　１着　４分05秒39

　唐津西Ｍ４　　　　１着　４分16秒６ 準決勝

　唐津東Ｗ４　　　　１着　４分21秒４ 　上田（菊池）　　　３着　４分20秒16

　唐津ジュニアＷ４　　　　４分30秒１ 　田崎（大村城南）　２着　４分17秒91

最終順位 　大門（日田林工）　１着　４分13秒19

　唐津西Ｍ４　１位 　千住（唐津西）　　４着　４分28秒33

　唐津東Ｗ４　１位 　黒木（宮崎商業）　５着　４分30秒36

○男子舵手つきクォドルプル ○男子シングルスカル

Ｆ①（決勝①） 予選Ａ組

　唐津西　　　　１着　３分30秒４ 　出口（東筑）　　　２着　３分40秒73

　唐津ジュニア　　　　３分46秒７ 　加治（唐津西）　　３着　３分43秒47



　木場（川内商工）　４着　３分45秒09 ○男子ダブルスカル

　一瀬（長崎明誠）　１着　３分39秒99 予選Ａ組

　佐々木（日田）　　５着　３分46秒51 　唐津西　　３着　３分28秒01

予選Ｃ組 　宮崎商業　５着　３分43秒46

　押川（宮崎商業）　　３着　３分51秒31 　八幡工業　２着　３分26秒23

　宮原（八幡工業）　　２着　３分48秒64 　日田　　　１着　３分20秒09

　田尻（熊本）　　　　１着　３分38秒04 　川内　　　４着　３分37秒06

　内田（早稲田佐賀）　４着　３分56秒88 予選Ｃ組

敗者復活Ａ組 　日田三隈　１着　３分28秒54

　尾長谷（鹿屋工業）　３着　３分58秒01 　唐津東　　２着　３分28秒81

　加治（唐津西）　　　２着　３分54秒34 　長崎明誠　３着　３分29秒80

　佐々木（日田）　　　１着　３分50秒81 　八代清流　４着　３分37秒03

　内田（早稲田佐賀）　４着　４分10秒83 敗者復活Ａ組

準決勝Ａ組 　川内　　　３着　３分44秒50

　木場（川内商工）　５着　３分56秒62 　唐津西　　２着　３分39秒73

　石田（八代清流）　３着　３分50秒94 　八代清流　１着　３分32秒26

　河津（日田林工）　１着　３分48秒77 　宮崎商業　４着　３分48秒31

　出口（東筑）　　　２着　３分49秒26 準決勝Ｂ組

　加治（唐津西）　　４着　３分54秒98 　長崎明誠　１着　３分31秒75

○女子ダブルスカル 　八幡工業　２着　３分33秒23

予選Ａ組 　東筑　　　４着　３分37秒07

　唐津商業　　　　３着　３分59秒59 　唐津東　　３着　３分34秒59

　鹿屋　　　　　　５着　４分14秒55 　唐津西　　５着　３分44秒42

　日田　　　　　　１着　３分48秒49 ○女子舵手つきクォドルプル

　熊本学園大付属　４着　４分02秒59 予選Ｃ組

　宮崎商業　　　　２着　３分55秒26 　菊池　　３着　４分08秒85

予選Ｂ組 　唐津東　１着　４分00秒36

　川内　　　４着　４分28秒39 　鹿屋　　２着　４分01秒69

　唐津西　　３着　４分04秒07 準決勝Ａ組

　大村　　　１着　３分42秒46 　宮崎商業　３着　４分01秒30

　日田三隈　２着　４分00秒46 　大村城南　２着　３分54秒06

敗者復活Ａ組 　東筑　　　１着　３分49秒40

　唐津西　　３着　４分27秒40 　唐津東　　４着　４分05秒45

　唐津商業　１着　４分11秒16 　菊池　　　５着　４分21秒40

　済々黌　　２着　４分13秒31 ○男子舵手つきクォドルプル

準決勝Ａ組 予選Ｂ組

　唐津商業　　　　５着　４分10秒73 　鹿屋工業　２着　３分30秒24

　日田　　　　　　２着　４分00秒25 　唐津西　　３着　３分56秒53

　東筑　　　　　　１着　３分48秒71 　日田　　　１着　３分28秒64

　宮崎商業　　　　４着　４分10秒41 　八代清流　４着　５分41秒87

　熊本学園大付属　３着　４分09秒28



敗者復活Ａ組 　久保（保谷）　　　　３着　４分17秒24

　唐津西　　２着　３分43秒08 　佐々木（黒沢尻工）　４着　４分25秒80

　日田三隈　１着　３分28秒03 　内田（早稲田佐賀）　５着　４分49秒87

　高鍋　　　３着　３分47秒15 敗者復活１組

　佐々木（宇和島水産）　１着　３分43秒62

●Ｈ２６全国高等学校総合体育大会 　佐々木（黒沢尻工）　　２着　３分44秒18

会場　河口湖漕艇場１，０００ｍ（富士河口湖町） 　一瀬（長崎明誠）　　　３着　３分47秒13

日程　公式練習　7/29（火）～7/30（水） 　宮沢（富士河口湖）　　４着　３分50秒34

　　　開 始 式　7/30（水） 　内田（早稲田佐賀）　　５着　３分59秒53

　　　競    技　7/31（木）～8/3（日） ○女子ダブルスカル

　　　表　　彰　8/ 3（月） 予選１組

　全国総体初出場の早稲田佐賀高、ほか２校が佐賀県 　松江東　　１着　３分53秒33

から出場した。佐賀県勢は競技３日目で敗退し、最終 　佐沼　　　２着　３分54秒40

日の準決勝・決勝に進出することができなかった。 　徳島市立　３着　４分01秒29

来年度の全国総体では、Ｈ２３年以来の決勝進出を狙 　館林女　　４着　４分06秒45

いたい。 　高石　　　５着　４分16秒58

○女子シングルスカル 　唐津西　　６着　４分18秒28

予選２組 敗者復活３組

　高橋（諏訪清陵）　１着　４分10秒00 　本庄　　１着　３分57秒00

　染谷（越ケ谷）　　２着　４分11秒09 　館林女　２着　４分02秒86

　金子（由利）　　　３着　４分11秒44 　国府台　３着　４分08秒86

　木下（田辺）　　　４着　４分20秒13 　高石　　４着　４分16秒13

　千住（唐津西）　　５着　４分24秒84 　唐津西　５着４分20秒14

　井上（徳島市立）　６着　４分26秒14 ○男子ダブルスカル

敗者復活２組 予選２組

　新井（岡山東商）　　１着　４分16秒24 　小松明峰　１着　３分22秒59

　上京（鹿屋）　　　　２着　４分16秒92 　山田　　　２着　３分27秒32

　千住（唐津西）　　　３着　４分23秒14 　唐津東　　３着　３分31秒68

　飯坂（富士河口湖）　４着　４分29秒03 　幡多農　　４着　３分38秒89

　浄土（十津川）　　　５着　４分49秒05 　佐野　　　５着　３分41秒68

準々決勝２組 　十津川　　６着　３分42秒58

　高野（日田三隈）　　１着　４分06秒05 準々決勝５組

　田中（宇和島水産）　２着　４分09秒83 　米子高専　１着　３分23秒05

　脇淵（東濃実）　　　３着　４分13秒65 　八百津　　２着　３分24秒42

　冨田（浜松北）　　　４着　４分14秒53 　長崎明誠　３着　３分25秒78

　原田（津）　　　　　５着　４分18秒57 　唐津東　　４着　３分31秒83

　千住（唐津西）　　　６着　４分25秒49 　徳島市立　５着　３分33秒63

○男子シングルスカル 　富士北陵　６着　３分40秒82

予選６組 ○女子舵手つきクォドルプル

　島田（江津工）　　　１着　４分12秒10 予選１組

　中村（相可）　　　　２着　４分16秒76 　本荘　　１着　３分38秒87



　加茂　　３分43秒51

　松江北　３分49秒40

　東舞鶴　３分52秒27

　唐津東　４分01秒24

敗者復活１組

　日田三隈　１着　３分56秒22

　唐津東　　２着　３分57秒17

　佐野東　　３着　４分05秒01

　小樽桜陽　４着　４分11秒35

準々決勝６組

　石巻　　１着　３分48秒36

　吉田　　２着　３分51秒07

　岡谷南　３着　３分51秒62

　松江北　４着　３分56秒92

　唐津東　５着　４分08秒66

　田名部　６着　４分10秒50

○男子舵手つきクォドルプル

予選３組

　石巻工　　１着　３分20秒35

　諏訪清陵　２着　３分23秒76

　慶応志木　３着　３分28秒38

　唐津西　　４着　３分29秒61

　津　　　　５着　３分41秒69

　和歌山北　６着　３分45秒79

敗者復活４組

　佐世保高専　１着　３分22秒37

　唐津西　　　２着　３分24秒28

　函館水産　　３着　３分30秒27

　高鍋　　　　４着　３分32秒96

　津　　　　　５着　３分33秒07

　十津川　　　６着　３分49秒14

準々決勝６組

　高島　　　　１着　３分22秒83

　富士河口湖　２着　３分24秒58

　松江東　　　３着　３分26秒68

　潮来　　　　４着　３分30秒86

　館林　　　　５着　３分32秒41

　唐津西　　　６着　３分34秒55
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