
第3回岡山城・後楽園カヌー駅伝大会結果 2014.03.30

競技クラス

順位 タイム チーム名 団体名 第１漕者 第２漕者 第３漕者 第４漕者 ゼッケンNo.

1 1:38:16 不知火オールスターズ 不知火 大澤基夫 千々岩克成 鬼塚一夢 田中亙 29

メンバー

2 1:40:02 東京女子体育大学 東京女子体育大学 押野愛香 小島崇代 山田瑞紀 佐藤優莉 15

3 1:41:42 倉工カヌー部Aチーム 倉敷工業 黒瀬海斗 川口涼太 駄澤達也 板野英憲 24

4 1:44:41 宝塚カヌーポロクラブ雪組 宝塚カヌーポロクラブ 端村集 藤山幸雄 綿原輝則 古山雅巳 2

5 1:44:52 芦原フェニックス canoe polo あわら市カヌー協会 川崎涼太 上木大輔 井川祥志 高橋潤 20

6 1:45:02 志度湾シーカヤッククラブ 志度湾シーカヤッククラブ 吉田壮介 渡辺巌 西脇俊之 田中照周 3

7 1:46:52 くまもん１号 パドルフィールド熊本 山重博幸 竹脇伸男 野崎清美 奥村龍則 5

8 1:47:30 広島アウトリガーカヌークラブ&ホビー マホロバ 寺田英憲 久我高由 安本由紀子 田中和久 21

9 1:47:50 宝塚カヌーポロクラブ月組 宝塚カヌーポロクラブ 小倉一洋 廣田康之 梶田智之 東裕之 1

10 1:49:05 チーム長浜 マホロバ 山本俊爾 渡部清 奥平明美 坂野日出夫 2210 1:49:05 チーム長浜 マホロバ 山本俊爾 渡部清 奥平明美 坂野日出夫 22

11 1:50:45 倉工カヌー部Bチーム 倉敷工業 谷口公基 藤原真矢 中村涼平 金平崇 25

12 1:51:01 れっつごーやまちゃん号 れっつごーやまちゃん号 柴田恵里 藤原有平 山谷聖奈子 江田千紘 26

13 1:53:03 山口県カヌー協会 山口県カヌー協会 高橋怜也 青江一規 磯村亮介 田中結花 28

14 1:53:12 Aチーム 江田島カヌークラブ 小川昭二 森井明治 西原敬治 平野常明 714 1:53:12 Aチーム 江田島カヌークラブ 小川昭二 森井明治 西原敬治 平野常明 7

15 1:55:56 マホロバホンダカヌースクール マホロバホンダカヌースクール 天野雅樹 中尾和嘉 荻原美衣子 吉岡啓介 11

16 1:56:41 蒲刈シーカヤックズ 蒲刈B&G海洋センター 前東護 池本一也 横正宏 堀向芳郎 17

17 1:57:18 瀬戸内B&G海洋クラブA 瀬戸内B&G海洋クラブ 平岡沙紀 越智匡輝 松田海斗 越智大輝 6

18 2:07:39 江田島カヌークラブ江田島B 江田島カヌークラブ 玉山義雄 平野雅彦 山戸博志 西山弘行 1218 2:07:39 江田島カヌークラブ江田島B 江田島カヌークラブ 玉山義雄 平野雅彦 山戸博志 西山弘行 12

19 2:09:02 ケナリーズカヌー部 ケナリーズカヌー部 谷口公裕 山口正美 浮田康彦 吉永京司 14

20 2:11:09 エボシーズ エボシーズ 中村健和 久場善博 久場温子 妹尾有高 8

21 2:12:42 芦原フェニックス legend あわら市カヌー協会 中辻雅浩 村尾敬治 林清一郎 武田正彦 19

22 2:12:57 山口県ジュニアカヌークラブ 山口県ジュニアカヌークラブ 上岡祐太 森本利春 重村剛志 高岡明彦 1622 2:12:57 山口県ジュニアカヌークラブ 山口県ジュニアカヌークラブ 上岡祐太 森本利春 重村剛志 高岡明彦 16

23 2:14:46 Team Shimayak しまねシーカヤッククラブ 森山尚 森山敬介 山内圭一郎 佐々木清子 13

24 2:15:06 総社海路 総社海路 田辺裕司 谷野吉春 笠石洋平 大久保浩三 9

25 2:16:24 チーム岡工 岡山工業高校 岸田雅光 山本力也 岡諒 守屋富夫 18

26 2:19:54 WATER RIVEROs 混成チーム 奥田健太郎 長谷川美穂 柴田賢人 高橋薫 2326 2:19:54 WATER RIVEROs 混成チーム 奥田健太郎 長谷川美穂 柴田賢人 高橋薫 23

27 2:24:07 チームサクラ 泉井健男 三浦康延 大堀寛 原聖雅 27

28 2:24:57 旭鷲会 西崎文貴 西崎友統 長浜史明 堀本徹 30

29 2:35:14 ヌートリア 奥健二 古西智 柴田住久 妹尾陽平 10
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一般クラス

順位 タイム チーム名 団体名 第１漕者 第２漕者 第３漕者 第４漕者 ゼッケンNo.

1 1:01:22:65 KOALAまじだぜ KOALA 太田行信 坪内春樹 金子正樹 桑名智寛 55

2 1:02:27:19 瀬戸内B&G海洋クラブB 瀬戸内B&G海洋クラブ 高原絹子 山本海月 平岡翔多 北谷美優 51

メンバー

2 1:02:27:19 瀬戸内B&G海洋クラブB 瀬戸内B&G海洋クラブ 高原絹子 山本海月 平岡翔多 北谷美優 51

3 1:03:24:09 KOALAおちゃらけ KOALA 高木健考 原田将明 原田繁明 中村明博 56

4 1:03:48:73 KOALA浦島太郎200歳以上だもん KOALA 藤井建有 日高靖幸 林佳美 桃井保清 53

5 1:08:30:69 チームなんごう なんごうオーシャンネットワーク 吉田昭一 田中直人 古谷元一 松尾浩治 74

6 1:09:24:29 倉吉市関金B&Gイルカカヌーチーム 倉吉市関金B&G海洋センターイルカカヌークラブ6 1:09:24:29 倉吉市関金B&Gイルカカヌーチーム 倉吉市関金B&G海洋センターイルカカヌークラブ 谷田一真 池田成佑 中尾美樹 山脇慎也 65

7 1:09:24:47 KOALA女の子なんだもん KOALA 中畑美穂 金子良子 長尾正次 長尾和美 54

8 1:09:48:94 幸せ軍団！ 伊藤正伸 西原寛人 寺尾律人 真崎信裕 72

9 1:13:34:00 ケラマブルー 石川智志 野村友一 野崎裕志 勝部真矢 76

10 1:13:51:57 ASOBIBITO 萩原信行 萩原佳苗 野崎茂 光岡数幸 58

11 1:13:52:59 ホヌさん 新田誠 相野健治 相野美佐子 杉本章子 66

12 1:15:13:88 チームA改め　クライン チームA改め 守安敏夫 逸見弘 明石学 渡部弥生 60

13 1:15:29:03 TEAM 　TYO 岡山カヌークラブ 大賀哲也 山下雅子 大倉保弘 富田隆一郎 59

14 1:18:25:83 FCパコ 河原健一 辻涼平 河野拓磨 高見博和 75

15 1:21:58:75 JAバンク3号 JAバンク 佐藤和也 岩間俊樹 光畑孝博 荒木泰貴 70

16 1:22:30:04 JAバンク1号 JAバンク 竹岡敏明 真崎陽子 藤井譲 須藤正秀 68

17 1:24:40:78 JAバンク2号 JAバンク 羽田佳人 榎戸邦慶 三宅敏夫 大船渉 69

18 1:25:44:64 ナンパーズ 岡山旭東病院 難波良 辻愛美 藤本恵利香 岡田憲人 52

19 1:27:49:89 JAバンク花みずき JAバンク花みずき 岡本薫 中津浩子 古武倫典 徳田雅子 71

20 1:32:28:71 チーム1 OCC京橋CS 森本　仁 田辺　凌 梶谷秀平 勝部駿一 77

21 1:33:40:35 チーム2 OCC京橋CS 山本京乃 物部秀介
勝部菜月・
梶谷結衣

杉江祐太 8021 1:33:40:35 チーム2 OCC京橋CS 山本京乃 物部秀介
梶谷結衣

杉江祐太 80

22 1:37:28:15 春うらら4号 岡山旭東病院 曽我部大輔 尾崎弥生 宮崎祐樹 松本尚隆 64

23 1:37:36:25 天晴れ岡山 姫井由美子 有松博史 実藤吉広 中矢均 川端洋明 67

24 1:39:13:84 春うらら1号 岡山旭東病院 柏原健一 元井かおり 藤井明日香 北山通郎 61

25 1:43:17:81 春うらら3号 岡山旭東病院 山田明穂 岩田愛梨 大塚祐紀 小林沙世 6325 1:43:17:81 春うらら3号 岡山旭東病院 山田明穂 岩田愛梨 大塚祐紀 小林沙世 63

26 1:43:25:50 チーム逢沢一郎 中野勇 山本雅彦 足立輝 足立剛 73

27 1:47:15:78 チーム3 OCC京橋CS 熊木壱之助 福原佳樹 物部惣太 杉江良太 79

28 1:51:51:20 春うらら2号 岡山旭東病院 大野学 青木須恵子 難波恵美 林福花 62

- 不参加 井原小田川クラブ 上田勝義 坂田宗道 藤井秀典 下崎佳宏 57- 不参加 井原小田川クラブ 上田勝義 坂田宗道 藤井秀典 下崎佳宏 57


