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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 棚田　大志 菊池　憲斗 村野　武広 前田　将宏 四戸　宗 本田　有和 森黒　開 村橋　優太郎

タイム 01’51"329 01’51"428 01’51"501 01’52"104 01’52"351 01’52"456 01’52"618 01’53"705 01’58"494

所　属 富士河口湖高校(山梨県) 奈良情報商業高校(奈良県) 谷地高校(山形県) 久美浜高校(京都府) 鹿屋高校(鹿児島県) 不来方高校(岩手県) 中新田高校(宮城県) 坂出工業高校(香川県) 宮崎大宮高校(宮崎県)

選手名 白田　隆之・縄　空 森黒　開・林　宏樹 佐々木　哲平・内藤　雅也 本田　有和・板垣　敦哉 村田　康紀・内田　海斗 山口　純也・釡　寛登 四戸　宗・水本　天斗 水田　展聖・山畑　湧輝

タイム 01’44"802 01’46"418 01’46"455 01’47"588 01’48"668 01’49"006 01’50"160 01’50"984

所　属 谷地高校(山形県) 坂出工業高校(香川県) 横浜修悠館高校(神奈川県) 中新田高校(宮城県) 東郷高校(愛知県) 水俣高校(熊本県) 不来方高校(岩手県) 岡山御津高校(岡山県)

白田　和豊・菊池　憲斗 寛座　竜馬・平田　和也 内野　直歩・角　祐太朗 山口　純也・釡　寛登 村野　武広・浦野　亮太 中村　光汰・野田　凱斗 竹村　佳祐・山口　光太郎 村橋　優太郎・安藤　代那

白田　隆之・縄　空 山本　　拓・楠本　海斗 村田　健輔・内橋　寛二 宮﨑　薫・前田　陽平 安井　光太朗・野村　悠太 ・尾　啓太・西山　祐樹 栗原　圭輝・平川　拓誠 岡原　直輝・大野　英明

タイム 01’36"180 01’39"313 01’39"821 01’40"021 01’41"168 01’41"314 01’42"253 01’44"481

所　属 谷地高校(山形県) 神島高校(和歌山県) 長崎西高校(長崎県) 水俣高校(熊本県) 久美浜高校(京都府) 鳥栖工業高校(佐賀県) 佐倉高校(千葉県) 宮崎大宮高校(宮崎県)

選手名 八角　周平 中山　航信 有村　啓吾 今永  匠 綿　幹弘 佐藤　洸誠 澤田　拓矢 宮原　直也 都丸　慶馬

タイム 02’01"174 02’01"934 02’02"736 02’04"750 02’05"299 02’06"177 02’07"363 02’11"707 02’12"058

所　属 佐原高校(千葉県) 西陵高校(長崎県) 鎌倉高校(神奈川県) 三潴高校(福岡県) 名鉄学園杜若高校(愛知県) 楊志館高校(大分県) 倉吉総合産業高校(鳥取県) 伊佐農林高校(鹿児島県) 前橋南高校(群馬県)

選手名 鈴木　克尉・綿　幹弘 中山　航信・後田　龍太郎 河野　佑次郎・中島　扶 柚野　秀斗・橋本　聡 岡村　真鳥・澤田　拓矢 髙田　駿・髙村　來 岸　平悟・長曽我部　渉 吉田　健吾・下屋敷　泰成 北　龍海・小崎　慎平

タイム 01’58"473 02’02"341 02’03"340 02’03"406 02’03"674 02’03"683 02’04"373 02’05"801 02’07"503

所　属 名鉄学園杜若高校(愛知県) 西陵高校(長崎県) 大津高校(滋賀県) 大分舞鶴高校(大分県) 倉吉総合産業高校(鳥取県) 球磨工業高校(熊本県) 佐倉高校(千葉県) 不来方高校(岩手県) 小松商業高校(石川県)

鈴木　克尉・綿　幹弘 段村　翔・髙村　來 平野　力・生田目　大成 奥井　恭平・長島　啓人 中村　涼平・谷口　公基 杉山　貴仁・山口　勇希 岡村　真鳥・澤田　拓矢 竹原　龍輝・大阪　勇斗 神里　大稀・山城　勇也

品田　修佑・森　優樹 髙田　駿・眞名子　彰希 澤畠　美瑛・町田　優毅 飯塚　航太・大國　太一 原田　泰・藤原　真矢 長瀬　司・安江　宏 小谷　輝明・森田　哲成 今成　和輝・黒田　凌我 前川　哲輝・宮国　秀会

タイム 01’49"018 01’53"977 01’54"166 01’55"639 01’56"043 01’56"053 01’56"133 01’57"268 01’57"439

所　属 名鉄学園杜若高校(愛知県) 球磨工業高校(熊本県) 那珂湊高校(茨城県) 出雲農林高校(島根県) 倉敷工業高校(岡山県) 八百津高校(岐阜県) 倉吉総合産業高校(鳥取県) 館林商工高校(群馬県) 沖縄水産高校(沖縄県)

選手名 原　綾海 森　愛奈 小久保　南海 五十嵐　結衣 森山　和佳奈 宮嶋　里沙 浦田　樹里 増川　かな 迫田　彩蓮

タイム 02’07"021 02’07"439 02’08"407 02’09"141 02’09"993 02’10"894 02’11"079 02’12"184 02’15"360

所　属 出雲農林高校(島根県) 長崎鶴洋高校(長崎県) 安達高校(福島県) 不来方高校(岩手県) 高瀬高校(香川県) 光ヶ丘女子高校(愛知県) 水橋高校(富山県) 寒河江高校(山形県) 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 白川　知紗子・花本　遥香 森山　和佳奈・白川　愛華 塚原  悠里那・佐藤  千春 小林　亜依・岩田　菜緒 溝口　朋美・光岡　乃愛 森野　美桜・埋金　楓

タイム 01’59"977 02’02"449 02’03"779 02’05"066 02’05"545 02’05"741 02’06"174 02’06"531 02’07"308

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) 国際高校(兵庫県) 高瀬高校(香川県) 三潴高校(福岡県) 前橋南高校(群馬県) 豊田南高校(愛知県) 久美浜高校(京都府)

五十嵐　結衣・後藤　可奈子 宮﨑　怜奈・川部　愛梨 武田　舞・吉見　優華 江原  杏菜・塚原  悠里那 佐藤　まどか・山本　歩加 原　綾海・足立　花笑 香山　遥・白川　知紗子 小谷　真世・坂本　　泉 森山　和佳奈・白川　愛華

千葉　晴香・中前　いつき 寺田　阿友美・森田　薫 吉田　衣玖・大川　七南 石橋  遥・佐藤  千春 渡邊　綾子・中島　眞生子 高見　梨沙・髙橋　美伊 花本　遥香・村上　幸子 村上　生利子・小谷　春菜 河田　小夏・豊浦　綾乃

タイム 01’49"164 01’50"094 01’50"243 01’50"935 01’52"219 01’54"012 01’54"338 01’54"981 01’55"781

所　属 不来方高校(岩手県) 大津高校(滋賀県) 谷地高校(山形県) 三潴高校(福岡県) 長崎西高校(長崎県) 出雲農林高校(島根県) 国際高校(兵庫県) 神島高校(和歌山県) 高瀬高校(香川県)

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
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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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