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Canoe/Dragon boat
カヌー／ドラゴンボート 男子選手 女子選手 役  員 合  計

22名 12名 5名 39名

チームリーダー
村田　幸範
（むらた　ゆきのり）　男
①昭和44年1月6日（44歳）
②埼玉県　③県立浦和北高校
（埼玉県）→関東学院大学→関
東学院大学大学院　④㈱ヴァ
レオジャパン

総務
池田　大介
（いけだ　だいすけ）　男
①昭和43年7月17日（45歳）
②山形県　③県立酒田東高校
（山形県）→同志社大学　④三
菱商事㈱　

監督
大野　伊三男
（おおの　いさお）　男
①昭和21年6月3日（67歳）
②山形県　③県立米沢興譲館
高校（山形県）→明治学院大学
④（一社）日本ドラゴンボート
協会　

コーチ
河田　英幸
（かわだ　ひでゆき）　男
①昭和38年11月28日（49歳）
②広島県　③私立盈進高校
（広島県）→岡山県旭川荘厚生
専門学院　④相生市立看護専
門学校

コーチ
松原　淳
（まつばら　じゅん）　男
①昭和51年2月15日（37歳）
②兵庫県　③県立上郡高校
（兵庫県）→相生市立看護専門
学校（3年）　④相生市立看護
専門学校　⑤167cm　
⑥64kg

選手
松野　孝政
（まつの　たかまさ）　男
①昭和51年7月19日（37歳）
②兵庫県　③姫路市立大白書
中学校（兵庫県）→県立夢前高
校（兵庫県）→相生市立看護専
門学校　④医療法人社団天馬
会 半田中央病院　⑤180cm
⑥80kg

選手
鈴木　悠矢
（すずき　ゆうや）　男
①平成元年7月25日（24歳）
②和歌山県　③白浜町立富田
中学校（和歌山県）→県立田辺
工業高校（和歌山県）→相生市
立看護専門学校　④姫路赤十
字病院　⑤161cm　⑥46kg

選手
中野　有彦
（なかの　くにひこ）　男
①昭和51年12月27日（36歳）
②兵庫県　③相生市立那波中
学校（兵庫県）→私立岡山理科
大学付属高校（岡山県）→相生
市立看護専門学校　④医療法
人社団魚橋会　魚橋病院　
⑤170cm　⑥70kg

選手
後藤　貴巳
（ごとう　たかみ）　男
①平成5年10月3日（20歳）
②兵庫県　③加古川市立別府
中学校（兵庫県）→県立加古川
北高校（兵庫県）→相生市立看
護専門学校（2年）　④相生市
立看護専門学校　⑤173cm　
⑥64kg

選手
村越　友樹
（むらこし　ゆうき）　男
①平成5年6月1日（20歳）
②兵庫県　③明石市立野々池
中学校（兵庫県）→県立明石南
高校（兵庫県）→相生市立看護
専門学校（2年）　④相生市立
看護専門学校　⑤168cm　
⑥70kg

選手
水谷　栄喜
（みずたに　はるき）　男
①平成元年2月15日（24歳）
②兵庫県　③姫路市立増位中
学校（兵庫県）→県立福崎高校
（兵庫県）→相生市立看護専門
学校　④医療法人伯鳳会　赤
穂中央病院　⑤181cm　
⑥70kg

選手
春名　圭太
（はるな　けいた）　男
①昭和53年3月9日（35歳）
②兵庫県　③山崎町立山崎西
中学校（兵庫県）→県立山崎高
校（兵庫県）→相生市立看護専
門学校　④医療法人正仁会　
明石土山病院　⑤171cm　
⑥84kg
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Canoe/Dragon boat
カヌー／ドラゴンボート

選手
藤原　啓
（ふじわら　あきら）　男
①昭和55年7月5日（33歳）
②兵庫県　③太子町立太子東
中学校（兵庫県）→県立太子高
校（兵庫県）→相生市立看護専
門学校　④独立行政法人国立
病院機構　鳥取医療センター
⑤182cm　⑥65kg

選手
木下　大輔
（きのした　だいすけ）　男
①昭和52年1月17日（36歳）
②兵庫県　③赤穂市立坂越中
学校（兵庫県）→県立上郡高校
（兵庫県）→相生市立看護専門
学校　④ＩＨＩ播磨病院　
⑤172cm　⑥78kg

選手
東海林　雅幸
（しょうじ　まさゆき）　男
①昭和53年11月16日（34歳）
②兵庫県　③播磨町立播磨南
中学校（兵庫県）→県立東播磨
高校（兵庫県）→甲南大学　④
兵庫県立西播磨総合リハビリ
テーションセンター　
⑤171cm　⑥89kg

選手
山本　洋史
（やまもと　ひろし）　男
①昭和61年4月21日（27歳）
②兵庫県　③上郡町立上郡中
学校（兵庫県）→県立上郡高校
（兵庫県）→相生市立看護専門
学校　④兵庫県立西播磨総合
リハビリテーションセンター
⑤168cm　⑥62kg

選手
隠浪 博之
（いんなみ　ひろゆき）　男
①昭和54年3月12日（34歳）
②兵庫県　③夢前町立菅野中
学校（兵庫県）→県私立市川高
校（兵庫県）→相生市立看護専
門学校　④公立神崎総合病院
⑤172cm　⑥73kg

選手
東　正大
（ひがし　しょうた）　男
①昭和58年3月14日（30歳）
②兵庫県　③赤穂市立赤穂東
中学校（兵庫県）→県立相生産
業高校（兵庫県）→相生市立看
護専門学校　④医療法人社団
天馬会　半田中央病院　
⑤173cm　⑥80kg

選手
岸本　哲也
（きしもと　てつや）　男
①昭和50年6月21日（38歳）
②兵庫県　③相生市立相生中
学校（兵庫県）→県立香住高校
（兵庫県）　④岸本かき工房　
⑤172cm　⑥77kg

選手
安黒　和久
（あぐろ　かずひさ）　男
①昭和55年10月6日（33歳）
②兵庫県　③一宮町立神戸小
学校（兵庫県）→県立山崎高校
（兵庫県）　④西播磨水道企業
団　⑤170cm　⑥70kg

選手
山本　聡
（やまもと　さとし）　男
①昭和49年5月6日（39歳）
②兵庫県　③赤穂市立西中学
校（兵庫県）→県立赤穂高校
（兵庫県）→相生市立看護専門
学校　④相生市立看護専門学
校　⑤161cm　⑥54kg

選手
井上　健
（いのうえ　たけし）　男
①昭和55年10月22日（32歳）
②兵庫県　③たつの市立御津
中学校（兵庫県）→県立太子高
校（兵庫県）→姫路獨協大学　
④姫路赤十字病院　⑤176cm
⑥65kg

選手
池田　秀幸
（いけだ　ひでゆき）　男
①昭和50年5月10日（38歳）
②兵庫県　③たつの市立龍野
西中学校（兵庫県）→県立相生
高校（兵庫県）→相生市立看護
専門学校　④医療法人社団魚
橋会　魚橋病院　⑤170cm　
⑥65kg

選手
千原　正樹
（ちはら　まさき）　男
①昭和48年11月13日（39歳）
②兵庫県　③山崎町立山崎西
中学校（兵庫県）→県立山崎高
校（兵庫県）→宮崎産業経済大
学　④医療法人社団天馬会　
半田中央病院　⑤172cm　
⑥94kg
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選手
隅田　守明
（すみた　もりあき）　男
①昭和50年10月26日（37歳）
②兵庫県　③姫路市立夢前中
学校（兵庫県）→私立岡山理科
大学付属高校（岡山県）→近畿
大学豊岡短期大学　④医療法
人社団魚橋会　魚橋病院　
⑤180cm　⑥77kg

選手
清水　龍
（しみず　りょう）　男
①昭和61年6月9日（27歳）
②兵庫県　③宍粟市立波賀中
学校（兵庫県）→県立社高校
（兵庫県）→相生市立看護専門
学校（3年）　④相生市立看護
専門学校　⑤173cm　
⑥64kg

選手
半田　佳彦
（はんだ　よしひこ）　男
①昭和34年5月30日（54歳）
②兵庫県　③姫路市立広嶺中
学校（兵庫県）→県立姫路西高
校（兵庫県）→東海大学→岡山
大学大学院　④医療法人社団
天馬会　半田中央病院　
⑤178cm　⑥75kg

選手
上埜　絵美
（うえの　えみ）　女
①昭和52年6月23日（36歳）
②兵庫県　③加古川市立山手
中学校（兵庫県）→私立兵庫県
播磨高校（兵庫県）→相生市立
看護専門学校　④社会医療法
人製鉄記念広畑病院　
⑤158cm　⑥52kg

選手
津川　紗貴子
（つがわ　さきこ）　女
①昭和58年1月7日（30歳）
②兵庫県　③龍野市立龍野西
中学校（兵庫県）→県立姫路商
業高校（兵庫県）→相生市立看
護専門学校　④社会医療法人
製鉄記念広畑病院　⑤168cm
⑥55kg

選手
髙橋　良実
（たかはし　ひろみ）　女
①昭和61年11月3日（26歳）
②香川県　③多度津町立多度
津中学校（香川県）→県立善通
寺第一高校（香川県）→相生市
立看護専門学校　④赤穂市民
病院　⑤153cm　⑥52kg

選手
坂井　麗華
（さかい　れいか）　女
①昭和61年11月11日（26歳）
②香川県　③県立土庄中学校
（香川県）→県立土庄高校（香
川県）→相生市立看護専門学
校　④医療法人財団　神戸海
星病院　⑤157cm　⑥51kg

選手
篠原　由佳
（しのはら　ゆか）　女
①平成6年1月31日（19歳）
②兵庫県　③高砂市立松陽中
学校（兵庫県）→県立高砂高校
（兵庫県）→相生市立看護専門
学校（2年）　④相生市立看護
専門学校　⑤158cm　
⑥54kg

選手
江本　実可
（えもと　みか）　女
①平成元年9月26日（24歳）
②福岡県　③姫路市立東中学
校（兵庫県）→県立飾磨高校
（兵庫県）→相生市立看護専門
学校　④赤穂市民病院　
⑤157cm　⑥51kg

選手
神谷　あかね
（かみや　あかね）　女
①平成元年5月30日（24歳）
②兵庫県　③姫路市立大白書
中学校（兵庫県）→県立新宮高
校（兵庫県）→相生市立看護専
門学校　④赤穂市民病院　
⑤160cm　⑥57kg

選手
井原　美和
（いはら　みわ）　女
①昭和63年5月27日（25歳）
②香川県　③高松市立香東中
学校（香川県）→県立香川中央
高校（香川県）→相生市立看護
専門学校　④赤穂市民病院　
⑤153cm　⑥53kg

選手
藤井　麻央
（ふじい　まお）　女
①平成元年6月30日（24歳）
②兵庫県　③姫路市立安室中
学校（兵庫県）→姫路市立飾磨
高校（兵庫県）→相生市立看護
専門学校　④兵庫県立西播磨
総合リハビリテーションセン
ター　⑤155cm　⑥45kg
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選手
清水　架奈
（しみず　かな）　女
①昭和63年7月29日（25歳）
②兵庫県　③姫路市立網干中
学校（兵庫県）→県立網干琴丘
高校（兵庫県）→相生市立看護
専門学校　④赤穂市民病院　
⑤153cm　⑥46kg

選手
中村　和子
（なかむら　かずこ）　女
①昭和48年7月17日（40歳）
②兵庫県　③相生市立相生中
学校（兵庫県）→県立相生産業
高校（兵庫県）→相生市立看護
専門学校　④赤穂市民病院　
⑤159cm　⑥54kg

選手
汐江　洋美
（しおえ　ひろみ）　女
①昭和50年12月16日（37歳）
②兵庫県　③赤穂市立坂越中
学校（兵庫県）→私立兵庫県播
磨高校（兵庫県）→相生市立看
護専門学校　④赤穂市民病院
⑤165cm　⑥55kg


