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京都府京丹後市

久美浜湾カヌー競技場

種目 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位

選手名 三浦　伊織 村野　武広 前田　将宏 四戸　宗 釡　寛登 村田　康紀 福本　秀喜 棚田　大志 森黒　開

タイム 00’39"600 00’40"193 00’40"327 00’41"009 00’41"274 00’41"331 00’41"505 00’41"583 00’42"106

所　属 富士河口湖高校(山梨県) 久美浜高校(京都府) 鹿屋高校(鹿児島県) 不来方高校(岩手県) 水俣高校(熊本県) 東郷高校(愛知県) 倉吉総合産業高校(鳥取県) 奈良情報商業高校(奈良県) 坂出工業高校(香川県)

選手名 白田　隆之・縄　空 森黒　開・林　宏樹 川原　成弥・廣吉　圭登 水田　展聖・山畑　湧輝 山田　悠也・山崎　弘樹 佐々木　哲平・内藤　雅也 山口　純也・釡　寛登 村野　武広・浦野　亮太 四戸　宗・水本　天斗

タイム 00’38"917 00’39"674 00’39"816 00’40"241 00’40"278 00’40"574 00’40"730 00’40"825 00’41"984

所　属 谷地高校(山形県) 坂出工業高校(香川県) 西陵高校(長崎県) 岡山御津高校(岡山県) 大分県立高田高校(大分県) 横浜修悠館高校(神奈川県) 水俣高校(熊本県) 久美浜高校(京都府) 不来方高校(岩手県)

白田　和豊・菊池　憲斗 内野　直歩・角　祐太朗 村野　武広・浦野　亮太 山口　純也・釡　寛登 本田　有和・板垣　敦哉 真鍋　厚哉・橋本　祐太 竹村　佳祐・山口　光太郎 岡  優樹・松田  雲兵

白田　隆之・縄　空 村田　健輔・内橋　寛二 安井　光太朗・野村　悠太 宮﨑　薫・前田　陽平 猪野　勇真・今野　魁斗 嶋田　翔吾・白川　翔大 栗原　圭輝・平川　拓誠 田中  颯・八橋  巧

タイム 00’40"951 00’41"516 00’41"755 00’41"887 00’44"146 00’45"418 00’45"939 00’47"401

所　属 谷地高校(山形県) 長崎西高校(長崎県) 久美浜高校(京都府) 水俣高校(熊本県) 中新田高校(宮城県) 高瀬高校(香川県) 佐倉高校(千葉県) 三潴高校(福岡県)

選手名 綿　幹弘 志田　駿太郎 佐藤　洸誠 八角　周平 中山　航信 宮原　直也 澤田　拓矢 有村　啓吾 新田　淳平

タイム 00’43"634 00’45"119 00’45"156 00’45"157 00’45"814 00’46"375 00’46"540 00’46"691 00’47"523

所　属 名鉄学園杜若高校(愛知県) 寒河江高校(山形県) 楊志館高校(大分県) 佐原高校(千葉県) 西陵高校(長崎県) 伊佐農林高校(鹿児島県) 倉吉総合産業高校(鳥取県) 鎌倉高校(神奈川県) 芦屋高校(兵庫県)

選手名 鈴木　克尉・綿　幹弘 岡村　真鳥・澤田　拓矢 河野　佑次郎・中島　扶 吉田　健吾・下屋敷　泰成 北　龍海・小崎　慎平 及川　滉・日野　龍斗 神里　大稀・山城　勇也 岸　平悟・長曽我部　渉 今永  匠・佐々木  修斗

タイム 00’43"093 00’44"892 00’45"489 00’46"145 00’46"481 00’46"487 00’46"651 00’46"866 00’47"092

所　属 名鉄学園杜若高校(愛知県) 倉吉総合産業高校(鳥取県) 大津高校(滋賀県) 不来方高校(岩手県) 小松商業高校(石川県) 石巻商業高校(宮城県) 沖縄水産高校(沖縄県) 佐倉高校(千葉県) 三潴高校(福岡県)

段村　翔・髙村　來 鈴木　克尉・綿　幹弘 平野　力・生田目　大成 中村　涼平・谷口　公基 竹原　龍輝・大阪　勇斗

髙田　駿・眞名子　彰希 品田　修佑・森　優樹 澤畠　美瑛・町田　優毅 原田　泰・藤原　真矢 今成　和輝・黒田　凌我

タイム 00’49"726 00’51"559 00’51"666 00’52"391 00’57"685

所　属 球磨工業高校(熊本県) 名鉄学園杜若高校(愛知県) 那珂湊高校(茨城県) 倉敷工業高校(岡山県) 館林商工高校(群馬県)

選手名 谷口　夢結 森　愛奈 原　綾海 増川　かな 五十嵐　結衣 小久保　南海 浦田　樹里 埋金　楓 迫田　彩蓮

タイム 00’47"105 00’47"270 00’47"900 00’48"237 00’48"520 00’48"543 00’48"804 00’49"046 00’50"899

所　属 宮崎大宮高校(宮崎県) 長崎鶴洋高校(長崎県) 出雲農林高校(島根県) 寒河江高校(山形県) 不来方高校(岩手県) 安達高校(福島県) 水橋高校(富山県) 久美浜高校(京都府) 伊佐農林高校(鹿児島県)

選手名 五十嵐　結衣・後藤　可奈子 齋藤　由佳・増川　かな 髙木　朋美・林田　薫 宮﨑　怜奈・川部　愛梨 塚原  悠里那・佐藤  千春 森山　和佳奈・白川　愛華 上原　琉和・下地　ひとみ 小林　亜依・岩田　菜緒 小谷　真世・坂本　　泉

タイム 00’43"946 00’44"947 00’45"839 00’45"896 00’46"193 00’46"596 00’46"724 00’47"191 00’47"262

所　属 不来方高校(岩手県) 寒河江高校(山形県) 水俣高校(熊本県) 大津高校(滋賀県) 三潴高校(福岡県) 高瀬高校(香川県) 小禄高校(沖縄県) 前橋南高校(群馬県) 神島高校(和歌山県)

五十嵐　結衣・後藤　可奈子 宮﨑　怜奈・川部　愛梨 江原  杏菜・塚原  悠里那 武田　舞・吉見　優華 小谷　真世・坂本　　泉 香山　遥・白川　知紗子 佐藤　まどか・山本　歩加 福田　瑠衣・森　美咲

千葉　晴香・中前　いつき 寺田　阿友美・森田　薫 石橋  遥・佐藤  千春 吉田　衣玖・大川　七南 村上　生利子・小谷　春菜 花本　遥香・村上　幸子 渡邊　綾子・中島　眞生子 松下　潔香・松田　奈々

タイム 00’46"948 00’47"678 00’48"475 00’49"020 00’49"200 00’49"793 00’50"093 00’50"361

所　属 不来方高校(岩手県) 大津高校(滋賀県) 三潴高校(福岡県) 谷地高校(山形県) 神島高校(和歌山県) 国際高校(兵庫県) 長崎西高校(長崎県) 倉吉総合産業高校(鳥取県)

競 技 委 員 会 委 員 長 審 判 部 長

日野　大治日野　大治日野　大治日野　大治

選手名

選手名

WＫ－４

WＫ－２

Ｃ－４

WＫ－１

Ｋ－１

Ｋ－２

Ｋ－４

永尾　澄男永尾　澄男永尾　澄男永尾　澄男

平成27年度全国高等学校総合体育大会平成27年度全国高等学校総合体育大会平成27年度全国高等学校総合体育大会平成27年度全国高等学校総合体育大会

第31回　全国高等学校カヌー選手権大会第31回　全国高等学校カヌー選手権大会第31回　全国高等学校カヌー選手権大会第31回　全国高等学校カヌー選手権大会
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