
種　目

氏名
所属
ﾀｲﾑ

所属
ﾀｲﾑ

今村　啓志 秦　秀明 井原　大地 西　浩平 岡本　健介 森　魁斗 北誥　裕太 南出　泰地 浦野　亮太 安井光太朗 藤井　凌 寺岡　健介 寛座　竜馬 西畑　迅

水野　駿 射場祐太朗 西中　理 本田晋太郎 尾﨑　大地 楠本　嵐 浦木　諒治 町田　健太 松岡　龍児 山下　千裕 大蔵　昂哉 佐野　正明 山本　拓 平田　和也

所属
ﾀｲﾑ
氏名
所属
ﾀｲﾑ

所属
ﾀｲﾑ

武野　勇大 服部　友哉 川嶋　航大 矢野　優太 垣内　雄貴 中岡　健太 村上　雄大 新田　淳平

山﨑　亮佑 鎌田　龍 宮本　拓弥 河野佑次郎 宮田　真吾 幸福　凌 石田　隼平 西原　聖峻

所属
ﾀｲﾑ
氏名
所属
ﾀｲﾑ

所属
ﾀｲﾑ

池田　百伽 今井　奈海 竹村　咲紀 寺田阿友美 浦田　佳子 森　茜子 堀木　彩夏 後藤　沙朋 小谷　真世 村上生利子 中村知江里 森野　美桜 香山　遥 山本ほのか 長谷川　栞 弘田　理奈 石橋　 葵 山田　千遥

吉井　胡桃 川部　愛梨 宮﨑　怜奈 森田　薫 小谷　春菜 山添　桃香 川嶋　桃奈 長谷川　楓 前川　朋花 橋本　泉 橋本　ありま 富川　琴美 花本　遥香 白川知紗子 小牧　映菜 川越明日美 松本　優果 永野　瑞穂

所属
ﾀｲﾑ

Ｃ－４
氏名

久美浜高校 大津高校 伊和高校 芦屋高校
2分21秒05 2分22秒81 2分47秒82 4分33秒03

平成26年度近畿高等学校総合体育大会カヌー競技　第13回近畿高等学校カヌー選手権大会
平成26年6月１３日（金）～１５（日）

京都府久美浜湾カヌー競技場

近畿高等学校体育連盟カヌー専門部　　　　

1 2 3 4 5 6 7 8 9
西　浩平   吉田　南翔   大蔵　昂哉   南出　泰地   

Ｋ－１
村野　武広   北誥　裕太   秦　秀明   奥田　裕也   井原　大地   
久美浜高校 芦屋高校 田辺工業高校 大津高校 神島高校 八幡商業高校 芦屋高校 八幡商業高校 大津高校
1分52秒42 1分55秒45 1分56秒38 1分57秒45 1分57秒88 2分02秒73 2分03秒31 2分04秒08 2分06秒41

吉田　南翔 村野　武広 西　浩平 井原　大地

Ｋ－２
氏名

今村　啓志 北誥　裕太 寺岡　健介 矢守眞太朗 森 　一馬 
秦　秀明 南出　泰地 岡﨑　篤也 浦野　亮太 西中　理 本田晋太郎 藤井　光熙 徳地　清哉 秋山　裕哉

田辺工業高校 芦屋高校 神島高校 久美浜高校 大津高校 大津高校 八幡商業高校 大津高校 箕面学園高校
1分47秒21 1分51秒38 1分51秒65 1分52秒58 1分54秒35 1分58秒63 1分58秒76 2分02秒60 2分10秒42

神島高校 芦屋高校 久美浜高校 八幡商業高校
Ｋ－４

氏名

田辺工業高校 大津高校 神島高校
1分57秒40 2分00秒55 2分02秒47 2分03秒87 2分08秒66 2分08秒84 2分25秒31

Ｃ－１
服部　友哉   川嶋　航大   村上　雄大   新田　淳平   武野　勇大   榎本　瑞樹   中島　扶   鎌田　龍   河野佑次郎   
久美浜高校 大津高校 芦屋高校 芦屋高校 久美浜高校 神島高校 大津高校 久美浜高校 大津高校
2分10秒82 2分13秒94 2分15秒17 2分19秒85 2分20秒00 2分20秒27 2分21秒25 2分24秒15 2分27秒54

宮本　拓弥 宮田　真吾 辻澤　玄吉 村上　雄大

Ｃ－２
氏名

武野　勇大 川嶋　航大 稲垣　柊 橋本　瞭
服部　友哉 矢野　優太 河野佑次郎 幸福　凌 川戸　雄貴 新田　淳平 正木　裕也 杉本　和弥
久美浜高校 大津高校 大津高校 伊和高校 八日市南高校 芦屋高校 神島高校 神島高校
2分11秒97 2分12秒11 2分17秒06 2分24秒80 2分27秒05 2分27秒11 2分28秒56 4分02秒08

西　愛奈   小谷　真世   堀　真由香   花本　遥香   
ＷＫ－１

池田　百伽   吉井　胡桃   中村知江里   白川知紗子   
大津高校 大津高校 久美浜高校 綾部高校 神島高校 綾部高校 国際高校 国際高校
2分16秒09 2分16秒58 2分18秒83 2分22秒41 2分22秒92 2分24秒65 2分25秒15 2分27秒37

西　愛奈 堀木　彩夏 前川　朋花

ＷＫ－２
氏名

池田　百伽 宮﨑　怜奈
川部　愛梨 森田　薫 堀　真由香 後藤　沙朋 橋本　泉
大津高校 大津高校 綾部高校 芦屋高校 神島高校
2分25秒93 2分28秒87 2分33秒29 2分36秒25 2分49秒53

ＷＫ－４
氏名

大津高校 大津高校
1分52秒76 1分57秒09

神島高校 芦屋高校 神島高校 久美浜高校
2分00秒23 2分01秒39 2分08秒50 2分25秒34

国際高校 芦屋高校 箕面学園高校
2分01秒69 2分03秒36 2分07秒32


