
第4回岡山城・後楽園カヌー駅伝結果　平成27年4月19日(エントリーベース)

（１）レーシングクラス（K-１/WK-1/C-1）

順位 チーム名 クラス タイム 地域 第１ 第２ 第３ 第４
ゼッケ
ンNo.

1 武庫川女子大チームC K1 1:15:10 兵庫 森山 萌 武田 咲 多田羅彩花村上 愛美 7

2 武庫川女子大チームD K1 1:17:42 兵庫 寺本 ななみ薦田 遥 竹本 智春 山田 夏生 8

3 倉工K K1 1:19:03 岡山 黒瀬海斗 板野英憲 駄澤達也 川口涼太 12

4 東京女子体育大学Aチーム K1 1:19:05 埼玉 佐々木清夏 佐藤優莉 尾方萌利 長谷川美穂 2

5 武庫川女子大チームA K1 1:20:44 兵庫 安河内 麻子柘植み奈 宇山 由佳 内田成美 5

6 武庫川女子大チームE K1 1:21:09 兵庫 信國佐代子 篠宮千怜 奥新 由惟 松下 七彩 9

7 東京女子体育大学Cチーム K1 1:22:53 埼玉 佐々木舞 三澤里帆子 大沼麻衣 吉澤晴香 4

8 倉工TC C1 1:26:28 岡山 中村涼平 藤原真矢 伊島涼太 谷口公基 11

9 武庫川女子大チームF K1 1:28:21 兵庫 坪田恵 大國遥夏 渡辺昌宏 橋本千晶 10

10 武庫川女子大チームB K1 1:28:23 兵庫 桐明 輝子 松永 あゆり楠原恵美子花澤 里美 6

11 東京女子体育大学Bチーム K1 1:29:21 埼玉 亘和菜 伊藤蘭 柴田好美 熊谷静紅 3

12 山口県ジュニアカヌークラブ K1 1:35:20 山口 上岡祐太 高岡明彦 重村剛志 清水瑛斗 1

順位 チーム名 クラス タイム 地域 第１ 第２ 第３ 第４
ゼッケ
ンNo.

1 宝塚カヌーポロクラブ 競技 1:37:56 兵庫 端村集 小倉一洋 梶田智之 藤山幸雄 21

2 志度湾シーカヤッククラブA 競技 1:38:10 香川 吉田壮介 渡辺巌 西脇俊幸 田中照周 22

3 HOCC＆長浜 競技 1:38:25 神奈川 寺田英憲 山本俊爾 安本ゆきこ 田中和久 34

4 チームジャパン 競技 1:39:09 岡山・ドイツ Marcus Sohn 三田克紀 梶谷秀平 柏谷啓太 33

5 くまもん1号 競技 1:40:57 熊本 山重博幸 奥村龍則 竹脇伸男 野崎清美 24

6 江田島沖美 競技 1:43:54 広島 木村尚樹 西原敬治 平野常明 小川昭二 26

7 マホロバおじちゃんず 競技 1:46:17 神奈川 天野雅樹 宮浦力男 高橋薫 関本祐二 40

8 １ Awara 競技 1:47:34 福井 星田泰裕 齋藤祐司 向出達大 井川祥志 38

9 蒲刈シーカヤックズB 競技 1:47:36 広島 沖孝博 大窪敏靖 白木正成 小又千春 29

10 蒲刈シーカヤックズ 競技 1:47:52 広島 小川基記 横正宏 堀向芳郎 石津聡 30

11 芦原フェニックスlegend 競技 1:48:38 福井 武田正彦 林清一郎 山本紹央 中辻雅浩 39

12 レッツGOやまちゃん号 競技 1:48:57 岡山 山谷聖奈子 仁澤隆行 藤原有平 長谷川晃也 36

13 アセンテ 競技 1:49:02 岡山 久志賢次郎 大山信 橋本寿人 久万真毅 42

14 ケナリーズカヌー部 競技 1:51:18 岡山 長嶋英昭 山口正美 谷口公裕 浮田康彦 25

15 チームなんごう 競技 1:52:07 宮崎 田中直人 吉田詔一 松尾浩治 古谷元一 37

16 チームきずな(混成) 競技 1:52:11 岡山・宮城 岸田雅光 守屋富夫 泉井健男 三浦康延 35

17 志度湾シーカヤッククラブB 競技 1:53:08 香川 中村直人 才本博文 鏡原章寛 相野恭一 23

18 江田島長瀬 競技 1:54:09 広島 水野昭二 山口勝弘 西山弘行 玉山義雄 27

19 ホンダジュニア 競技 1:56:13 神奈川 関本晃太 熊木壱之助岡野万之葉 関本晃太 41

20 エボシーズ 競技 1:56:33 東京 妹尾有高 中村健和 久場温子 久場善博 28

21 総社海路 競技 1:58:53 岡山 田辺裕司 谷野吉春 笠石洋平 大久保浩三 31

22 チャレンジ200瀬戸内 競技 2:00:13 岡山 山本博文 三浦英則 高原絹子 頓宮忍 32

メンバー

メンバー
（２）競技クラス(一人乗りシーカヤック。
　　　　　　　　　　幅58cm~60cm、艇長490cm~520cm)



（３）一般クラス（（１）（２）以外の艇）

順位 チーム名 クラス タイム 地域 第１ 第２ 第３ 第４
ゼッケ

ン

1 府中湖カヌークラブ 一般 1:01:02 香川 森黒良治 岡崎凜子 貝原爽 森黒大 87

2 横浜シーフレンズ 一般 1:01:55 神奈川 糸井孔師 羽生弓子 黒田賢治 浜田陽一 70

3 幸せ軍団！ 一般 1:02:58 岡山 伊藤正伸 寺尾律人 西原寛人 真崎信裕 51

4 クマヤマキヤマ 一般 1:04:05 岡山 熊澤一彦 山田久子 畠中珠子 山下一夫 81

5 瀬戸内B&G海洋クラブ 一般 1:04:05 岡山 山本海月 北谷優明 高原誠実 前田大和 88

6 アジア選抜 一般 1:04:42 岡山・
フィリピン

生田祐也
レエス　ラミル
ソン　ポルティ

ロ

ビログ　メルビ
ル　ラガサ 森本征義 69

7 ホヌさんA 一般 1:04:57 岡山 新田誠 相野美佐子 相野健治 杉本章子 73

8 ゆとり世代 一般 1:06:37 岡山 岸本拓也 井原裕紀 吉栖有二 横山真 68

9 クライン 一般 1:06:55 岡山 鍬塚敏彦 明石学 守安敏夫 逸見弘 71

10 Water Liberos（混成） 一般 1:06:59 岡山・広島 奥田健太郎竹内信太郎 森岡美帆 君川恒治 74

11 芳泉クラブB 一般 1:07:03 岡山 山根利夫 小椋涼子 宮井康男 小椋好真 79

12 terraちゃん’ｓ(混成) 一般 1:08:03 岡山・愛媛 山口健 寺本英敬 藤澤秀行 中矢均 72

13 ASOBIBITO 一般 1:08:35 岡山 光岡数幸 萩原佳苗 萩原信行 野崎茂 53

14 キドヤック 一般 1:08:50 岡山 石川智志 長岡直樹 野村友一 城戸一 65

15 ホヌさんB(混成) 一般 1:09:02 岡山・埼玉 田口剛 田口紘子 山下雅子 渡辺舞 80

16 JAバンク3号 一般 1:10:31 岡山 須藤正秀 山口修平 河内祥江 角南高之 84

17 ぽえのどろぶね 一般 1:10:58 岡山 樋口貴正 宮本隆治 岩道史和 貝原清澄 64

18 JAバンク2号 一般 1:11:52 岡山 竹岡敏明 榎戸邦慶 高島尚弥 羽田佳人 83

19 チーム高井たかし 一般 1:12:03 岡山 井上信也 松山将三郎高井たかし名田真由美 86

20 JAバンク1号 一般 1:12:20 岡山 上田聡 菊池賢次 藤井譲 光中孝博 82

21 京橋スクールガールズ 一般 1:16:30 岡山 須藤謙一 山本香乃 梶谷結衣 勝部菜月 76

22 芳泉クラブA 一般 1:16:55 岡山 安部保之 桑原猛 佐藤雅之 海野博資 78

23 TEAM　TMO 一般 1:17:20 岡山 大賀哲哉 森谷哲昌 大倉保弘 富田隆一郎 62

24 京橋カヌースクール森本 一般 1:17:54 岡山 森本仁 物部惣汰 杉江裕太 福原佳暉 77

25 アルマイツ 一般 1:18:02 岡山 花谷昌樹 経島和彰 柴田秀則 岡田成史 67

26 カツヤック 一般 1:18:02 岡山 野崎裕志 佐々木亮平 石川勝 勝部真矢 66

27 JAバンク4号 一般 1:18:48 岡山 清水雅夫 河田将明 菊池樹一郎 岩間俊樹 85

28 京橋カヌースクール勝部 一般 1:19:04 岡山 勝部駿一 物部柊佑 杉江良太 森謙翔 75

29 ゆきちゃん 一般 1:19:22 岡山 尾形陽之樹 尾形美加 尾形次海 尾形佳晃 52

30 春うらら２号 一般 1:20:04 岡山 谷口ゆりか渡辺麻衣奈青木須恵子 堤貴洋 55

31 春うらら４号 一般 1:20:15 岡山 近成侑加 戸川未梨 小林沙世 近藤祐加 57

32 ヨーソロー！沈没丸 一般 1:20:19 岡山 辻愛美 難波良 岡田憲人 藤本恵利香 60

33 春うらら１号 一般 1:20:39 岡山 柏原健一 尾崎弥生 元井かおり 河田幸波 54

34 春うらら６号 一般 1:20:58 岡山 木浦大典 山田千紘 寺阪賢人 松本詩織 59

35 どっこい！転覆丸 一般 1:21:36 岡山 宗友真理 江原美保 富田順子 松本尚隆 61

36 春うらら３号 一般 1:21:47 岡山 松田紗季 新池谷仁美曽我部大輔 竹井大貴 56

37 春うらら５号 一般 1:22:51 岡山 北山通朗 岸本佳子 大野学 常次順子 58

38 Team 逢沢 一般 1:22:51 岡山 大本明範 前田隆弘 入倉瑞生 林秀樹 63

メンバー


