
第5回岡山城・後楽園カヌー駅伝大会結果

上位入賞チーム他

実行委員長賞

順位 チーム名 第１ 第２ 第３ 第４
ゼッケン
No.

タイム

1 志度湾シーカヤッククラブ 中村直人 田中照周 吉田壮介 渡辺巌 3 1:34:35

2 江田島クラブ長瀬 橋本政美 平野常明 西原敬治 木村尚樹 7 1:36:20

3 Ｄ－ＫＩＤＳ 関本晃太 熊木壱之助 岡野万之葉 関本晃太 10 1:39:11

4 倉敷バーグズ 藤原有平 森永尚吾 仁澤隆行 高橋浩大 8 1:39:25

5 くまもん１号 竹脇伸男 山重博幸 奥村龍則 野崎清美 1 1:40:45

6 Ｄ－ＭＥＮ 三田克紀 高橋薫 関本祐二 宮浦力男 9 1:40:48

7 ＨＯＣＣ＆長浜 寺田英憲 山本俊爾 安本由紀子 田中和久 4 1:42:52

8 蒲刈シーカヤックズＡ 堀向芳郎 横正宏 小川基記 前東護 13 1:43:43

9 宝塚カヌーポロクラブ花組 石橋直子 弘田理奈 弘田仁治 綿原輝則 2 1:46:10

10 蒲刈シーカヤックズＢ 池本一也 小早川秀明 石津聡 戸田宏 12 1:50:13

11 江田島クラブ沖美 小川昭二 西山弘行 福留智史 玉山義雄 6 1:52:09

12
レッツＧＯやまちゃん号
（混成チーム）

山谷聖奈子 柴田恵里 江田千紘 橋本博司 11 1:52:35

13 チーム桜（混合） 泉井健男 三浦康延 原聖雅 紫村通久 5 1:53:28

14 ケナリーズカヌー部 山口正美 浮田康彦 谷口公裕 大川新一 14 1:54:58

15 チームなんごう 田中直人 田中隆幸 古谷元一 松尾洪治 15 不参加

武庫川女子大学

Ｅ
クラス

レーシング
（ゼッケン81～90）

アオキカヌー賞 ファジアーノ賞 シーガルズ賞

武庫川女子大学Ｂ（８５） 武庫川女子大学Ａ（８４） チームクラッシャー！（８１）

フリー・リバーカヤック
（ゼッケン71～77）

アオキカヌー賞 ファジアーノ賞 シーガルズ賞

Ｂ－Ｔｒｅｅ（ビートゥリー）（７１） 幸せ軍団！（７２）
瀬戸内海洋クラブＡチーム

（７４）

アオキカヌー賞 ファジアーノ賞 シーガルズ賞

総社海路（６３） 宝塚カヌーポロクラブ星組（６１）
瀬戸内海洋クラブＢチーム

（６５）

岡山市議会長賞 ファジアーノ賞 シーガルズ賞

倉工（４３） 茂山組Ｆチーム（４１） 茂山組Ｇチーム（４２）

2016/4/10

志度湾シーカヤッククラブ（3） 江田島クラブ長瀬（７） Ｄ－ＫＩＤＳ（１０）

1位 2位 3位

岡山市長賞 ファジアーノ賞 シーガルズ賞

（１）Aクラス結果

Ａ
クラス

シーカヤック
（ゼッケン1～15）

Ｂ
クラス

リバーカヤック
（ゼッケン21～52）

Ｃ
クラス

フリー・シーカヤック
（ゼッケン61～66）

Ｄ
クラス

メンバー

クラス



順位 チーム名 第１ 第２ 第３ 第４
ゼッケン
No.

タイム

1 倉工 原田泰 伊島涼太 三加茂直紀 佐藤敦志 43 0:58:26

2 茂山組Ｆチーム
ヴィリアルエル
ウァルネル　バ
ルバション

セス　レクソン
クヤ

メンドザ　ジェイ
フィ　ミルゴナ

レエス　ラミルソ
ン　ポルティロ 41 1:02:54

3 茂山組Ｇチーム
トマス　ロレン
ディアン

ビログ　メルビル
ラガサ

ファラミグ　レオ
デカリオ　カリン

ガル

ロサレス　プラリ
デル　アルドヴィ

ノ
42 1:04:03

4 asobibito 光岡数幸 萩原佳苗 野崎茂 萩原信行 29 1:04:56

5 茂山組Ｄチーム 吉栖有二 伊原裕紀 中川陸 花谷昌樹 39 1:05:53

6 茂山組Ｅチーム 生田祐也 勝部成起 松田翔 森本征義 40 1:06:48

7 ホヌさんＡ 田口剛 相野美佐子 相野健治 田口紘子 27 1:07:01

8 ＪＡバンク２ 羽田佳人 高橋謙太 藤井譲 光中孝博 33 1:07:32

9
おかかわ水辺にぎわい
応援隊Ｂ

大西雄士 千野貴彦 佐野孝行 安達淳 48 1:08:06

10 茂山組Ｃチーム 岡野大輔 板東亮佑 横山真 岸本拓也 38 1:09:21

11 ＪＡバンク３ 高島尚弥 山口修平 菊池樹一郎 河田将明 34 1:09:57

12 自由会カヌー部 大代聖人 河内信介 日並晃太朗 正木寛 31 1:10:38

13 京橋ＣＳ　Ｃチーム 梶谷結衣 森謙翔 物部柊佑 物部蒼汰 51 1:11:43

14 ケラマブルー 石川智志 横山昌浩 野村友一 野崎裕志 25 1:11:57

15 キドヤック 佐々木亮平 石川勝 長岡直樹 城戸一 26 1:12:24

16 茂山組Ｂチーム 藤原英晃 経島和彰 柴田秀則 岡田成史 37 1:13:03

17 ホヌさんKids 杉本章子 新田小桃 相野天 田口愛滋 28 1:13:58

18
おかかわ水辺にぎわい
応援隊Ａ

藤兼雅和 児子真也 大田学 奥山聡俊志 47 1:14:00

19 春うらら3号 堤貴洋 荻野雄大 佐能俊紀 小野悟史 24 1:14:03

20
エボシーズ
(混成チーム）

中矢均 山本士温 久場善博 中村健和 50 1:14:17

21 op部 原口史也 今津厚輝 渡瀬裕也 土居修人 46 1:14:23

22 輝け！中年元陸上部 桑原猛 芦田徹 小椋好真 海野博資 30 1:14:39

23 春うらら1号 大野学 北山通朗 河田幸波 柏原健一 22 1:15:43

24 春うらら２号 木浦大典 佐々木啓太 寺阪賢人 山田千紘 23 1:15:44

25 ＪＡバンク４ 丹羽洸平 水田敦士 中島弘貴 森岡継介 35 1:15:45

26 茂山組Aチーム 川田雄二 川田凌 田内武志 池田光人 36 1:16:17

27 ＪＡバンク１ 竹岡敏明 粕谷信之 岡本薫 齋藤逹也 32 1:17:46

28 Ｈ２７同期チーム 安東良 栗山英己 山本大貴 高橋慎也 45 1:19:26

29
熟年ドラゴンズ
それが何か？

山口博之 熊谷靖子 坪田典子 高田静香 44 1:21:07

30 自然体験リーダーズクラブ 田中康敬 松本英子 福武重人 田中汐里 49 1:22:08

31 進め！まあちゃん号☆ 星島祥 鞆由美 中谷博之 八田裕子 21 1:22:24

32 パコサンジェルマン 河原健一 橋本むつみ 杉山隆之 辻涼平 52 1:28:31

（２）Ｂクラス結果 メンバー



順位 チーム名 第１ 第２ 第３ 第４
ゼッケン
No.

タイム

1 総社海路 田辺裕司 谷野吉春 笠石洋平 大久保浩三 63 1:56:40

2 宝塚カヌーポロクラブ星組 端村集 小倉一洋 梶田智之 藤山幸雄 61 1:57:37

3 瀬戸内海洋クラブＢチーム 山本博文 頓宮忍 高原絹子 平岡早紀 65 1:59:24

4 旭鷲会 西崎文貴 西崎友統 長濱史明 堀本徹 66 2:13:48

5
せとうち♀（じょし）
カヤッカーズ

谷口美佐 山根奈緒美 大橋直美 正岡富久美 62 2:19:55

6 ぽえのどろぶね 樋口貴正 宮本隆治 岩道史和 貝原清澄 64 2:22:57

順位 チーム名 第１ 第２ 第３ 第４
ゼッケン
No.

タイム

1 Ｂ－Ｔｒｅｅ（ビートゥリー） 西田康孝 平野達也 大矢晃士 吉川雄大 71 0:58:47

2 幸せ軍団！ 伊藤正伸 寺尾律人 西原寛人 真崎信裕 72 1:01:01

3 瀬戸内海洋クラブＡチーム 山本海月 井上慎ノ介 前田大和 北谷優明 74 1:02:04

4 京橋ＣＳ　Ｂチーム 須藤謙一 勝部菜月 吉本真美子 福原佳暉 77 1:02:51

5
昭和42年式だヨ！
全員集合

國塩淳 在本茂雄 安田和之 斉藤孝志 76 1:08:08

6 クライン 守安敏夫 渡部弥生 逸見弘 明石学 73 1:08:56

7 Ｂｒｏｔｈｅｒ　ＴＯＭ 富田隆一郎 大倉保弘 大賀哲哉 森谷哲昌 75 1:14:17

順位 チーム名 第１ 第２ 第３ 第４
ゼッケン
No.

タイム

1 武庫川女子大学Ｂ 薦田遥 武田咲 松下七彩 花本遥香 85 1:14:25

2 武庫川女子大学Ａ 柘植み奈 森山萌 楠原恵美子 原綾海 84 1:14:45

3 チームクラッシャー！ 山畑湧輝 山谷隆一 森本辰弥 水田展聖 81 1:16:01

4 武庫川女子大学Ｃ 松永あゆり 寺本ななみ 大澤彩美 森山和歌奈 86 1:17:53

5 武庫川女子大学Ｅ 安河内麻子 宇山由佳 西分友貴子 下川祐佳 88 1:19:36

6 武庫川女子大学Ｄ 奥新由惟 足立花笑 北野里奈 篠宮千怜 87 1:21:28

7 チームケアレス 吉村拓 山谷拓磨 岸田貴裕 菅明美 82 1:22:59

8 チームキューティー♡！？ 江見雨音 吉幸美佳 竹原実奈子 岸田裕恵 83 1:29:35

9 candy☆ 大國遥夏 坪田恵 宮下幸子 桐明輝子 89 1:34:32

10 京橋ＣＳ　Ａチーム 梶谷秀平 勝部駿一 杉江良太 杉江佑太 90 1:55:53

（３）Ｃクラス結果

（4）Ｄクラス結果

（5）Ｅクラス結果

メンバー

メンバー

メンバー


