
 
 

 

 

 

専門部長  山 口 義 民                専門委員長  宇 木 浩 二 

 

今年度は、山口義民専門部長（神埼高）のもと、専門委員長宇木浩二（鳥工高）、専門委員園田里志（神埼高）、

岡本慶祐（伊農高）、田中裕（伊農高）の新体制でスタートいたしました。佐賀県高体連および佐賀県カヌー協

会のご協力を賜り、専門部行事を無事に終えることができました。この場をお借りしてお礼申し上げます。 

なお、専門委員長として２年間カヌー専門部を牽引してくださった重永幸子先生、大変お世話になりました。

心より感謝申し上げますとともに、今後もご指導の程よろしくお願いいたします。 

  

 

● 平成 27年度九州カヌースプリント選手権大会兼九州高等学校カヌー新人大会 

   期日  平成 27年 10月 23日（金）～10月 25日（日） 
  場所  豊後高田市真玉カヌー場 

  成績  種目  Ｋ－１  500m （カヤックシングル） 

      野田 凱斗 （鳥工高）  ３位入賞   

      種目  Ｃ－１  500m （カナディアンシングル） 
      山下 亮  （伊農高）  ９位入賞   

          種目  Ｃ－２  500m （カナディアンペア） 
      山下 亮 ・ 犬山 秀人 （伊農高） ６位入賞   

  伊農高が九州大会で初めて決勝進出し、カナディアンペアで 6位入賞を果たした。 

  顧問の岡本先生の指導の下、１年生の時から順調に成長して新人戦で結果を残した。 

 

● 2016 カヌースプリントジュニア海外派遣選手最終選考会 
期日  平成 28年 5月 3日(火)～5日(木)  
場所  木場潟カヌー競技場（石川県小松市） 

成績  種目 Ｋ－１ 1000m  (カヤックシングル) 
    野田（鳥工高）  予選敗退 

冬期トレーニング、１０００ｍの漕ぎ込みと順調に調整できたが、天候不良のため転覆し敗退。  
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● 平成 28年度佐賀県高等学校総合体育大会 
    期日  平成 28年 6月 4日（土）～6月 5日（日） 

   場所  白石遊水池公園（白石町） 

   総合成績  男子総合 伊万里農林  女子総合 伊万里農林 

個人成績  ４ページ参照 

神埼高 伊農高 鳥工高の３校が出場し、全国の切符を賭けて熱い戦いが繰り広げられた。 

 

 ● 平成 28 年度全九州高等学校体育大会・第 13 回全九州高等学校カヌー競技会 

   期日  平成 28年 6月 17日（金）～6月 19日（日） 

   場所  宮崎県新富町大字日置 富田浜漕艇場 

成績   種目  Ｋ－１ 500m （カヤックシングル） 

        野田（鳥工高） ３位入賞 

   成績  種目  Ｋ－４ 500m （カヤックフォア） 
       野田・ 鈴木・ 森・ 平山 （鳥工高） ８位入賞 

   成績  種目  Ｃ－２ 500m （カナディアンペア） 
       山下・ 犬山 （伊農高） ８位入賞 

   成績  種目  Ｃ－４ 500m （カナディアンフォア） 
       山下・ 犬山・ 久地浦・ 岸川 （伊農高） ４位入賞 

   成績  種目  Ｋ－４ 500m （カヤックフォア） 
       古川・ 村岡・ 溝上・ 立部 （伊農高） ７位入賞 

   伊農高が C-2(カナディアンペア)、C-4（カナディアンフォア）、女子 K-4（カヤックフォア）の３

種目入賞することができた。  また、鳥栖工も K-1（カヤックシングル）と K-4（カヤックフォア）

の２種目で入賞することができた。 

 

 ● 平成 28 年度全国高等学校体育大会 第 31 回全国高等学校カヌー選手権大会 

   期日  平成 28年 8月 8日（月）～8月 12日（金） 

   場所  山口県 岩国市 周東町 中山湖特設カヌー競技場 

   成績  Ｋ－１ 500m   （カヤックシングル） 

野田凱斗 （鳥工高） ４位入賞  

鳥栖工、野田凱斗が１人乗りのカヤックシングル５００ｍで４位に入賞。一昨年の神埼高、昨年の鳥栖

工業に続き、３年連続入賞することができた。合同練習等、佐賀県カヌー全体のレベルが向上するように

指導者、選手一丸となった結果、全国の舞台で入賞することができた。 



 
 

 ○出場者  
伊農高  山下   Ｃ－４ Ｃ－１ 
     久地浦  Ｃ－４ 
     谷崎   Ｃ－４ 
     岸川   Ｃ－４ 
鳥工高  野田   Ｋ－４ Ｋ－２ Ｋ－１ 

鈴木   Ｋ－４  
森    Ｋ－４  
平山   Ｋ－４  

 
村岡   ＷＫ－４ ＷＫ－１ 
古川   ＷＫ－４ ＷＫ－２ 
溝上   ＷＫ－４ ＷＫ－２ 
立部   ＷＫ－４ 
 
 
 

 

山口   Ｋ－２ 
 
Ｋ－１ （カヤック シングル）    Ｋ－２ （カヤック ペア）    Ｋ－４ （カヤック フォア） 
Ｃ－１ （カナディアン シングル） Ｃ－２ （カナディアン ペア） Ｃ－４ （カナディアン フォア） 
 

 
 

 



 
 

 

会場： 白石遊水池公園カ ヌ ー競技場
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74 10伊万里農林高校 神埼高校

平成２ ８ 年度佐賀県高等学校総合体育大会カヌー競技大会　 （ ５ ０ ０ ｍ）

種目 第１ 位( 10) 第２ 位( 5) 第３ 位( 2) 第４ 位 第５ 位 第６ 位 第７ 位 第８ 位 第９ 位

Ｋ －１

野田　 凱斗 齋藤　 玄樹 鈴木　 幸生 平山　 碧人 森　 昇平 山口　 晶久 四辻　 樹 小倉　 陽一 福田　 雄介

2： 03． 08 2： 07． 58 2：1： 53． 05 1： 58． 37 2： 00． 60 2： 01． 66 08． 35 2： 13． 87 2： 15． 18

鳥栖工業高校 神埼高校 鳥栖工業高校 鳥栖工業高校 鳥栖工業高校 鳥栖工業高校 伊万里農林高校 鳥栖工業高校 伊万里農林高校

Ｋ －２

野田　 凱斗 山口　 晶久 鈴木　 幸生 平山　 碧人 小倉　 陽一 森　 昇平 藤　 恭兵 四辻　 樹 福田　 雄介 山口　 拓海

1： 50． 45 1： 51． 81 1： 57． 51 1： 57． 86 2： 16． 03

鳥栖工業高校 鳥栖工業高校 鳥栖工業高校 伊万里農林高校 伊万里農林高校

Ｋ －４

選手名
野田　 凱斗 森　 昇平 藤　 恭兵 嶋﨑　 光輝

1： 44． 88 1：

鈴木　 幸生 平山　 碧人 四辻　 樹 山口　 拓海

57． 48

鳥栖工業高校 伊万里農林高校

Ｃ －１

山下　 亮 犬山　 秀人 中野　 裕慈 久地浦　 健太 谷崎　 晃登

2： 10． 12 2： 11． 97 2： 12． 転覆 転覆

岸川　 謙汰 江頭　 育哉 山口　 竜英

51 2：73 2： 20． 99 2： 24． 40． 45

伊万里農林高校 伊万里農林高校 神埼高校 伊万里農林高校 伊万里農林高校 伊万里農林高校 神埼高校 伊万里農林高校

Ｃ －２

犬山　 秀人 山下　 亮 中野　 裕慈 江頭　 育哉 岸川　 謙汰 谷崎　 晃登 久地浦　 健太 山口　 竜英 坂井　 航輝 江原　 辰博 古賀　 勇馬 小楠　 裕己

2： 02． 66 2： 18． 06 2： 20． 43 2： 29． 59 3： 10． 15 3： 26． 75

伊万里農林高校 神埼高校 伊万里農林高校 伊万里農林高校 神埼高校 伊万里農林高校

Ｃ －４

選手名
犬山　 秀人 久地浦　 健太

1： 56． 56

山下　 亮 岸川　 謙汰

伊万里農林高校

ＷＫ －１

村岡　 瑞紅 古川　 なな 溝上　 由麻 立部　 稀羅 久保山　 歩

2： 25． 99 2：

岩永　 静佳 古賀　 聖菜

34． 87 2： 44． 58． 72 3： 04．74 2： 46． 17 2： 51． 10 2： 51

伊万里農林高校 伊万里農林高校 伊万里農林高校 伊万里農林高校 神埼高校 伊万里農林高校 神埼高校

ＷＫ －２

古川　 なな 溝上　 由麻 久保山　 歩 古賀　 聖菜

2： 19． 82 2： 28． 71

伊万里農林高校 神埼高校

ＷＫ －４

選手名
古川　 なな 村岡　 瑞紅

2： 08． 70

溝上　 由麻 立部　 稀羅

伊万里農林高校

平成２ ８ 年度佐賀県高等学校総合体育大会カヌー競技大会　 （ ２ ０ ０ ｍ）

種目 第１ 位( 10) 第２ 位( 5) 第３ 位( 2) 第４ 位 第５ 位 第６ 位 第７ 位 第８ 位 第９ 位

Ｋ －１

野田　 凱斗 齋藤　 玄樹 四辻　 樹 平山　 碧人 鈴木　 幸生

0： 48． 09

山口　 晶久 森　 昇平 藤　 恭兵 福田　 皓介

0： 48． 53 0： 50． 63 0： 51． 44 0： 53． 600： 44． 77 0： 47． 05 0： 47． 44 0： 55． 41

鳥栖工業高校 神埼高校 伊万里農林高校 鳥栖工業高校 鳥栖工業高校 鳥栖工業高校 鳥栖工業高校 伊万里農林高校 伊万里農林高校

Ｋ －２

野田　 凱斗 山口　 晶久 鈴木　 幸生 平山　 碧人 藤　 恭兵 四辻　 樹 小倉　 陽一 森　 昇平 福田　 雄介 山口　 拓海

0： 45． 42 0： 45． 76 0： 47． 73 0： 50． 09 0： 58． 55

鳥栖工業高校 鳥栖工業高校 伊万里農林高校 鳥栖工業高校 伊万里農林高校

Ｋ －４

選手名
野田　 凱斗 森　 昇平 藤　 恭兵 嶋﨑　 光輝

鈴木　 幸生 平山　 碧人 四辻　 樹 山口　 拓海

0： 43． 42 0： 48． 10

鳥栖工業高校 伊万里農林高校

Ｃ －１

犬山　 秀人 山下　 亮 中野　 裕慈 谷崎　 晃登 久地浦　 健太 山口　 竜英 江頭　 育哉 岸川　 謙汰

0： 54． 62 0： 56． 05 0： 58． 89 1： 00． 67 1： 00． 97 1： 06． 98 1： 08． 92 1： 09． 16

伊万里農林高校 伊万里農林高校 神埼高校 伊万里農林高校 伊万里農林高校 伊万里農林高校 神埼高校 伊万里農林高校

Ｃ －２

犬山　 秀人 山下　 亮 中野　 裕慈 江頭　 育哉 久地浦　 健太 山口　 竜英 岸川　 謙汰 谷崎　 晃登 古賀　 勇馬 小楠　 裕己 坂井　 航輝 江原　 辰博

0： 54． 44 1： 01． 40 1： 02． 00 1： 02． 28 1： 26． 44 1： 32． 97

伊万里農林高校 神埼高校 伊万里農林高校 伊万里農林高校 伊万里農林高校 神埼高校

Ｃ －４

選手名
犬山　 秀人 久地浦　 健太

山下　 亮 岸川　 謙汰

0： 51． 38

伊万里農林高校

ＷＫ －１

村岡　 瑞紅 古川　 なな 立部　 稀羅 溝上　 由麻 岩永　 静佳 古賀　 聖菜 久保山　 歩

1： 05． 63 1： 05． 91 1： 14． 91 1： 17． 79 転覆1： 19． 96 1： 22． 92

伊万里農林高校 伊万里農林高校 伊万里農林高校 伊万里農林高校 伊万里農林高校 神埼高校 神埼高校

ＷＫ －２

古川　 なな 溝上　 由麻 久保山　 歩 古賀　 聖菜

0： 59． 30 1： 06． 86

伊万里農林高校 神埼高校

ＷＫ －４

選手名
古川　 なな 村岡　 瑞紅

溝上　 由麻 立部　 稀羅

0： 56． 75

伊万里農林高校

女子総合成績

第１ 位 第２ 位 第３ 位

男子総合成績 伊万里農林高校 鳥栖工業高校 神埼高校


