
大会・競技日程 

 

7月 14日（土） 

8：10～8：20   受付・監督会議 

8：30～8：45   開会式（三好池カヌーセンター前広場） 

8：45～9：00   競技役員打合せ 

 9：30～13：20   競 技（三好池カヌー競技場） 

13：30～13：50  閉会式（三好池カヌーセンター前広場） 

 

レース日程 

レース№ 時間 種目 レース№ 時間 種目 

１ ９：３０ 女子Ｋ－4 決勝 12 １１：１０ 男子Ｋ－1 決勝 

２ ９：３７ 男子Ｋ－1 予選① 13 １１：２０ 男子Ｃ－1 決勝 

３ ９：４５ 男子Ｋ－1 予選② 14 １１：３０ 女子Ｋ－1 決勝 

４ ９：５２ 男子Ｋ－1 予選③  昼  食  休  憩 

５ １０：００ 男子Ｃ－1 予選① 15 １２：４０ 男子Ｋ－２ 決勝 

６ １０：０７ 男子Ｃ－1 予選② 16 １２：５０ 男子Ｃ－２ 決勝 

７ １０：１５ 女子Ｋ－1 予選① 17 １３：００ 女子Ｋ－２ 決勝 

８ １０：２２ 女子Ｋ－1 予選② 18 １３：１０ 男子Ｋ－４ 決勝 

９ １０：３０ 女子Ｋ－1 予選③    

10 １０：４０ 男子スラローム決勝    

11 １１：００ 女子スラローム決勝    

 

式典次第 

開会式（8：30～8：45） 閉会式（13：30～13：50） 

  

１ 開式のことば 

２ 大会長あいさつ 

３ 優勝カップ返還 

（前年度優勝校／新香山中学校） 

４ 来賓祝辞 

５ 審判長注意 

６ 選手宣誓 

（新香山中学校代表） 

７ 閉式のことば 

 

 

 １ 開式のことば 

 ２ 大会長あいさつ 

 ３ 成績発表・表彰 

   個人表彰 

   男子総合優勝・女子総合優勝 

   男女総合優勝 

 ４ 審判長講評 

 ５ 閉式のことば 

 

 



大会・競技役員 

大会長   小野田賢治 

副大会長  金原久雄  羽根田邦彦  松波廣昭  

大会委員  本田 泉  松代尚也  門田羊生  塚本直樹  富永良造  角田教雄   

      大城良介  新海芳浩  澤田一樹  田中直美  新谷朋香  高倉紘乃 

競技役員 

 競技委員長  羽根田邦彦 

 競技副委員長 松波廣昭 

 競技委員   本田 泉  松代尚也  門田羊生  塚本直樹  富永良造  角田教雄 

        大城良介  新海芳浩  澤田一樹  田中直美  新谷朋香  高倉紘乃 

   

審判部長    田中直美 

副審判部長   塚本直樹 

 

総務部 

 総務部長   吉見友里（幹事校顧問） 

 総務部員    河内遥香 

 記録集計委員  柴田晴行 

 放送・表彰員  加藤明日香   

 

審判部 

 検艇・配艇主任 田中直美 

検艇・配艇員 日置孝彦  新谷朋香  廣瀨 翔  

 発艇員    門田羊生  角田教雄  坂井文哉 

 水路審判   1号艇／宮川大史  深田大登  松波廣昭 

（救助員）   ３号艇／中神和也  森 政貴   

        ４号艇／柘植昭敏  高倉紘乃 

 

 決勝審判長  富永良造 

 決勝審判員  新美伸介  久野恵利  山岸朋広  山本真揮 

 （計時員）  黒田和秀  入江啓太 

 選手誘導員  宮﨑 務  加藤大貴  鈴木幹浩   

 

競技補助員 

 総務補助員（掲示・記録・表彰）      三好高校カヌー部員 

発艇水路補助員（ボートホルダー・審判艇） 三好カヌークラブ員 

 

 



イルミネーション表 

 

男子Ｋ－1・女子Ｋ－1 

 

予選① 9艇  9艇     決勝  １レーン （予選 2組 3位） 

予選② 9艇  8艇     決勝  ２レーン （予選 3組 2位） 

予選③ 9艇  8艇     決勝  3レーン （予選 1組２位） 

（合計 27艇 24艇）    決勝  ４レーン （予選 2組 1位） 

各組上位 3艇は決勝へ     決勝  5レーン （予選 1組 1位） 

                決勝  ６レーン （予選 3組 1位） 

                決勝  ７レーン （予選 2組 2位） 

                決勝  ８レーン （予選 1組 3位） 

                決勝  ９レーン （予選 3組 3位） 

 

 

 

男子Ｃ－1 

 

予選① 9艇         決勝  １レーン （予選１組４位） 

予選② 9艇         決勝  ２レーン （予選２組３位） 

（合計 18艇）         決勝  3レーン （予選 1組２位） 

               決勝  ４レーン （予選 2組 1位） 

上位４艇と 5位ベスト１艇   決勝  5レーン （予選 1組 1位） 

は決勝へ           決勝  ６レーン （予選２組２位） 

                決勝  ７レーン （予選１組３位） 

                決勝  ８レーン （予選２組４位） 

                決勝  ９レーン （5位ベストタイム） 

 


