
日本カヌーポロ選手権大会　栄光の軌跡　1

大会回数 開催年 開催地 カテゴリー 優勝 準優勝 第3位 最優秀選手

第1回大会 昭和61年 長野県・小諸市 一般男子 沖縄ポロクラブ ケンシロー 東京都AAAJポロクラブ 萩堂盛也（沖縄）

第2回大会 昭和62年 山梨県・鰍沢町 一般男子 沖縄ポロクラブ ケンシロー 日本大学・慶応大学連合B 与那嶺伸也（沖縄）

第3回大会 昭和63年 山梨県・鰍沢町 一般男子 ピラニア ケンシロー 鹿児島県カヌー協会 稲村勝典（ピラニア）

第4回大会 平成元年 山梨県・鰍沢町 一般男子 沖縄ポロクラブ ピラニア ケンシロー 大城　 敏（沖縄）

第5回大会 平成2年 福井県・芦原町 一般男子 ピラニア サンダーバード ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｶﾇｰｸﾗﾌﾞ佐倉 成田欣司（ピラニア）

第6回大会 平成3年 山梨県・鰍沢町 一般男子 ケンシロー ピラニアA ピラニアB 塩沢寛治（ケンシロー）

一般男子 ピラニアA ケンシローA ピラニアB 稲村勝典（ピラニア）

一般女子 ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｶﾇｰｸﾗﾌﾞ佐倉 大正大学ｻﾝﾌｨｯｼｭ ピラニアレディース 栗田啓代（ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞ）

一般男子 ピラニアA ピラニアB ケンシロー 稲村勝典（ピラニア）

一般女子 ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｶﾇｰｸﾗﾌﾞ佐倉 ピラニアレディース 大正大学ｻﾝﾌｨｯｼｭ 栗田啓代（ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞ）

一般男子 ピラニアA ケンシロー 横浜商業高校カヌー部 為乗浩司（ピラニアA）

一般女子 横浜商業高校カヌー部女子 ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｶﾇｰｸﾗﾌﾞ佐倉 大正大学ｻﾝﾌｨｯｼｭ 古屋純子（横浜商業高校）

一般男子 佐倉インヴァース 福井大学A ピラニアA

一般女子 佐倉インヴァース 福井大学混成チーム Y校クラブ 奈良理沙（佐倉インヴァース）

一般男子 佐倉インヴァース ケンシロー 佐倉インヴァース左 菅谷健介（佐倉インヴァース）

一般女子 佐倉インヴァース 大正大学ｻﾝﾌｨｯｼｭ 大正大学OGﾍｯﾄﾞﾌｨｯｼｭ 豊島奈緒（佐倉インヴァース）

一般男子 佐倉インヴァース 福井大学A＆英 横浜商業高校 平尾直樹（佐倉インヴァース）

一般女子 横浜商業高校 佐倉インヴァース 大正大学ｻﾝﾌｨｯｼｭ

一般男子 日本代表男子 ピラニア日体 福井大学A with T 岩永修平（日本代表男子）

一般女子 福井大学 with TY 大正大学ｻﾝﾌｨｯｼｭ 三好マーメイド 武田　恵（福井大学 with TY）

中学男子 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰA 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰB 芦原中学校A

中学女子 三好町立三好中学校 三好町立南中学校 岡崎市立新香山中学校

小学男子 天王小1号 みよしJr.カヌークラブ悪ガキBoys 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰⅡ

小学女子 みよしJr.カヌークラブPrettyGirls 芦原シンプル・ザ・5 みよしJr.カヌークラブCuteGirls

一般男子 Y校カヌークラブ 愛知大学DIONYSOS 佐倉インヴァース 安藤淳也（Y校カヌークラブ）

一般女子 横浜商業高校2 福井大学＋T・Y 横浜商業高校3 糸田容子（横浜商業高校2）
平成11年第14回大会

平成10年 愛知県・三好町

第9回大会

第13回大会

第7回大会 平成4年 埼玉県・長瀞町

第8回大会 平成5年 群馬県・新治村

第11回大会 平成8年

群馬県・新治村

山梨県・上九一色村

平成6年 三重県・磯部町

第10回大会 平成7年 群馬県・新治村

第12回大会 平成9年

群馬県・新治村
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日本カヌーポロ選手権大会　栄光の軌跡　2

大会回数 開催年 開催地 カテゴリー 優勝 準優勝 第3位 最優秀選手

中学男子 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ2年生 三好中学校カヌー部A 芦原中学校A

中学女子 南中学校カヌー部 芦原中学校 北中学校カヌー部

小学男子 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ小学生 ジュニカヌボーイズ 2代目悪ガキボーイズ

小学女子 みよしキューティーガールズ みよしラブリーガールーズ みよしプリティーガールズ

一般男子 佐倉インヴァース 神奈川カヌークラブ ピラニア 生田剛志（佐倉インヴァース）

一般女子 横浜商業高校 三好マーメイド 神奈川カヌークラブα 植田　 礼（横浜商業高校）

中学男子 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ Miyoshiｻｰｶｽｵﾝｻﾞｳｫｰﾀｰ 芦原中学A

中学女子 三好ジュニアマーメイド 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 芦原中学

小学男子 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ みよし悪ガキボーイズ みよしScotties

小学女子 みよしラブリーガールズ みよしプリティーガールズ

一般男子 佐倉インヴァース 神奈川カヌークラブ BPC Sea Monkey 保谷健太（佐倉インヴァース）

一般女子 神奈川カヌークラブ 三好マーメイド 横浜商業高校 鈴木菜々子（神奈川カヌークラブ）

高校女子 横浜商業高校 三好高校 三好ジュニアマーメイド高校A

中学男子 みよしｻｰｶｽｵﾝｻﾞｳｫｰﾀｰ 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 芦原中学校

中学女子 みよしジュニアマーメイド中学A 芦原中学校 みよしジュニアマーメイド中学B

小学男子 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ みよしGuy Lians みよし天才ボーイズ

小学女子 みよしラブリーガールズ みよしプリティーガールズ

一般男子 佐倉インヴァース 神奈川カヌークラブ BPC Sea Monkey 鈴木　武（佐倉インヴァース）

一般女子 神奈川カヌークラブL 神奈川カヌークラブS 三好マーメイド 蒲谷直美（神奈川カヌークラブ）

高校男子 三好高校A 三好高校B Miyoshi 4 Highs

中学男子 三好ｻｰｶｽｵﾝｻﾞｳｫｰﾀｰ 芦原中学校 三好ｻｰｶｽｵﾝｻﾞｽﾌﾟﾚｰ

中学女子 三好JrマーメイドA 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 芦原中学校A

小学男子 三好Jrルーキーズ 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 三好Jrｷｭｰﾃｨｰｶﾞｰﾙｽﾞ

第14回大会 平成11年

第15回大会 平成12年 愛知県・三好町

第16回大会

第17回大会 平成14年 愛知県・三好町

平成13年 愛知県・三好町

愛知県・三好町
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日本カヌーポロ選手権大会　栄光の軌跡　3

大会回数 開催年 開催地 カテゴリー 優勝 準優勝 第3位 最優秀選手

一般男子 神奈川カヌークラブ 佐倉インヴァース BPC Sea Monkey 安藤淳也（神奈川カヌークラブ）

一般女子 神奈川カヌークラブ 三好マーメイド 佐倉高等学校 成澤芽衣（神奈川カヌークラブ）

中学男子 三好ｻｰｶｽｵﾝｻﾞｳｫｰﾀｰ 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 芦原中学校男子A

中学女子 三好ジュニアマーメイド 芦原中学校女子A 芦原中学校女子B

波松ウォーターボーイズ

本荘バタコさんズ

波松5・6年女子S

新GO!!ガールズ

一般男子 佐倉インヴァース 神奈川カヌークラブ BPC Sea Monkey 井桁孝浩（佐倉インヴァース）

一般女子 神奈川カヌークラブA 三好マーメイド 神奈川カヌークラブB 植田　 礼（神奈川カヌークラブA）

中学男子 三好サーカスオンザウォーター 信州新町中学校カヌー部 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

中学女子 三好ジュニアマーメイド 芦原中学校　女子

小学生 三好プリティーガールズ 三好天才ボーイズ 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

一般男子 BPC Sea Monkey 佐倉インヴァース 駿河台大学カヌー部 千田哲久（BPC Sea Monkey）

一般女子 BPC Mermaid 神奈川カヌークラブ 佐倉インヴァース 北川律子（BPC Mermaid）

中学男子 三好サーカスオンザウォーター 芦原中学校　男子A 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

中学女子 三好ジュニアマーメイド 信州新町中学校カヌー部 芦原中学校女子

小学生男子 三好サーカスジュニア 北潟シャーク 本荘ウォーターデェビルズ

小学生女子 三好リトルマーメイド カリビアン・ガールズ6 北潟スマイル

一般男子 BPC Sea Monkey 愛知大学カヌー部 佐倉インヴァース 柴田勝之（BPC Sea Monkey）

一般女子 BPC Black Shark 神奈川カヌークラブ MSK スワンズ 渡辺　恵（BPC Black Shark）

高校男子 三好高校 佐倉高校A 三好カヌークラブ

中学男子 三好サーカストッポ 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 三好サーカスポッキー

中学女子 三好プリティーマーメイド 三好キューティーマーメイド 信州新町中学校

小学生 三好ジュニア左 あわら少年団A あわら少年団B

ピーターパン

第19回大会

小学男子

小学女子

中林北潟

三好ジュニアカヌークラブ

三好ジュニアカヌークラブ

平成18年

山梨県・富士河口湖町

第18回大会 平成15年 福井県・芦原町

第20回大会

第21回大会

山梨県・上九一色村

長野県・信州新町

山梨県・上九一色村

平成17年

平成16年

福井県・あわら市

愛知県・三好町
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日本カヌーポロ選手権大会　栄光の軌跡　4

大会回数 開催年 開催地 カテゴリー 優勝 準優勝 第3位 最優秀選手

一般男子 BPC Sea Monkey FUKUI UNIX 佐倉インヴァース 増井康男（BPC Sea Monkey）

一般女子 神奈川カヌークラブ BPC Black Shark 佐倉インヴァース 糸田容子（神奈川カヌークラブ）

高校選手権 三好高校 犀峡高校 佐倉高校Ａ

高校男子 三好カヌークラブ 三好高校 犀峡高校

中学男子 COW Blue Shark 信州新町中学校 あわらジュニアカヌークラブＡ

中学女子 信州新町中学校 COW Pink Shark

小学生男子 NEW SOS 北潟 MJCCボーイズ 本荘A

小学生女子 MJCC ガールズ 仲仔いちどう 金小ウォーターキッズ

一般男子 佐倉インヴァース Miyoshi Sea Monkey Miyoshi Red Dragon 山崎秋良（佐倉インヴァース）

一般女子 三好マーメイド 神奈川カヌークラブ CSK　Peach 松田あかね（三好マーメイド）

高校選手権 佐倉高校 金津高校A 身延高校

高校男子 三好カヌークラブ 佐倉高校 金津高校A

中学男子 三好リトルブレイカーズ 三好リトルファイターズ あわらジュニアA 

小学生 三好ジュニアレッド 三好ジュニアブルー 三好ジュニアピンク

一般男子 三好シーモンキー 三好Red Dragon 佐倉オールディーズ 千田哲久（三好シーモンキー）

一般女子 三好マーメイド 神奈川カヌークラブ CSK　Peach 北川律子（三好マーメイド）

高校選手権 金津高校B 金津高校A 山北高校

高校男子 金津高校B 金津高校A 山北高校

高校女子 金津・犀峡高校 八代農業高校泉分校

中学男子 三好サーカスオンザウォーター あわらジュニアカヌークラブA 三好マーメイド

小学生男子 カヌーボーイズ6 三好ジュニアカヌークラブ ブラック 波松・F・マリノス

小学生女子 三好ジュニアカヌークラブ ピンク スマイル・9 新郷ガールズ6

一般男子 佐倉オールディーズ 佐倉インヴァース 駿河台大学 糸田正憲（佐倉オールディーズ）

一般女子 神奈川カヌークラブ CSK　ピーチ 三好マーメイド姉 植田  礼（神奈川カヌークラブA）

福井県・あわら市

平成19年第22回大会

平成22年

第23回大会 平成20年

山梨県・富士河口湖町

第24回大会 平成21年

山梨県・富士河口湖町

山梨県・富士河口湖町

愛知県・三好町

山梨県・富士河口湖町

福井県・あわら市

第25回大会
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日本カヌーポロ選手権大会　栄光の軌跡　5

大会回数 開催年 開催地 カテゴリー 優勝 準優勝 第3位 最優秀選手

高校選手権 金津高校A 八代農業高校泉分校 金津高校B

高校男子 金津高校A 三好カヌークラブ 八代農業高校泉分校

高校女子 八代農業高校泉分校 犀峡高校 金津高校女子A

中学男子 三好サーカスオンザウォーターA 三好サーカスオンザウォーターB あわらトリムクラブ

小学生男子 三好ジュニアカヌークラブ スター あわらジュニアカヌークラブ 三好ジュニアカヌークラブ ジュピター

一般男子 駿河台大学 みよしシーモンキー 佐倉インヴァース 堀内弘喜（駿河台大学）

一般女子 神奈川カヌークラブ みよしマーメイド CSK　ピーチ 岡村容子（神奈川カヌークラブ）

高校選手権男子 金津高校B 金津高校A 熊本県立八代農業高等学校泉分校

高校選手権女子 金津高校女子A 金津高校女子B

高校男子 三好カヌークラブ 金津高校B 金津高校A

高校女子 金津高校女子A 泉分校・みよしカヌークラブ 金津高校女子B

中学男子 三好サーカスオンザウォーター 長野県野尻湖ナウマンズ 三好ジュニアマーメイド

小学生男子 三好ジュニアカヌークラブ 北潟スナイパーズ 新郷悪ガキッズⅢ世

小学生女子 三好ジュニアカヌークラブ女子 新郷パワフルガールズ 芦原NMK６

一般男子 みよしシーモンキー 駿河台大学 佐倉インヴァース 柴田勝之（みよしシーモンキー）

一般女子 CF peach みよしマーメイド姉 みよしマーメイド 高橋麻衣子（CF peach）

高校選手権男子 金津高校A 金津高校B 長野県立犀峡高等学校

高校男子 金津高校A 三好カヌークラブ 金津高校B

中学男子 三好サーカスオンザウォーターA 三好サーカスオンザウォーターB あわらトリムクラブA

小学生男子 三好ジュニアカヌークラブA 三好ジュニアカヌークラブB 三好ジュニアカヌークラブC

一般男子 みよしシーモンキー 駿河台大学A 佐倉インヴァース 堀内弘喜（駿河台大学）

一般女子 CF peach 駿河台大学 みよしマーメイド 北村麻弥（CF peach）

第25回大会 平成22年

第28回大会
山梨県・富士河口湖町

　身延町
平成25年

福井県・あわら市

平成23年

山梨県・富士河口湖町

愛知県・みよし市

平成24年

愛知県・みよし市

愛知県・みよし市

第27回大会

第26回大会
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日本カヌーポロ選手権大会　栄光の軌跡　6

大会回数 開催年 開催地 カテゴリー 優勝 準優勝 第3位 最優秀選手

高校選手権男子 金津高校A 金津高校C 長野県立篠ノ井高等学校犀峡校

高校選手権女子 金津高校女子A 金津高校女子B

高校男子 金津高校A みよしカヌーポロクラブ 金津高校C

高校女子 金津高校女子A 金津高校女子B 合同高校女子

中学

小学生

一般男子 みよしSea monky 佐倉インヴァース 芦原フェニックス 加藤晃基（みよしSeaMonky）

一般女子 CYK　Peach みよしマーメイド 駿河台大学 岡村容子（CYK peach）

高校選手権男子 金津高校A 金津高校B 身延高校

高校選手権女子 金津高校女子A 合同高校女子 金津高校女子B

高校生 みよしカヌーポロクラブ 金津高校 team Ｋ 金津高校 team I

中学生 みよしサーカスオンザウォーターＡ あわらトリムクラブ みよしサーカスオンザウォーターＢ

小学生 この指とまれ☆ＮＡＷＭＡＮ’Ｓ みよしジュニアカヌークラブＡ みよしジュニアカヌークラブＢ

一般男子 佐倉インヴァース みよしシーモンキー 芦原フェニックス 柳 尭比古（佐倉ｲﾝｳﾞｧｰｽ）

一般女子 駿河台大学 みよしマーメイド 愛知大学女子A 一柳琴慧（駿河台大学）

高校選手権男子 金津高校Ａ 金津高校D 金津高校B

高校男子 金津高校Ａ 金津高校D 金津高校B

中学生 みよしサーカスオンザウォーター あわらトリムクラブ みよしジュニアマーメイド

小学生男子 みよしジュニアカヌークラブA この指とまれ☆NAWMAN’S 北潟ちびっ子モンキーズ

小学生女子 3代目芦原スマイル 新郷ロックガールズ 北潟カヌーストロング7

一般男子 佐倉インヴァース みよし Sea Monkey 芦原フェニックスA 木村亮太（佐倉ｲﾝｳﾞｧｰｽ）

一般女子 駿河台大学 みよしマーメイド 福井大学女子 一柳琴江（駿河台大学）

高校選手権男子 金津高校A 金津高校B

高校男子 金津高校Ａ 金津高校B

中学生男子 みよしサーカスオンザウォーターＡ みよしサーカスオンザウォーターB みよしサーカスオンザウォーターC

小学生男子 みよしジュニアカヌークラブA みよしサーカスオンザウォーターＡ みよしジュニアカヌークラブC

第28回大会

第31回大会 平成28年

福井県・あわら市

愛知県・みよし市

福井県・あわら市

第30回大会 平成27年

山梨県・身延町

福井県・あわら市

愛知県・みよし市

福井県・あわら市

平成25年

山梨県・身延町

平成26年第29回大会

豪雨・暴風により大会開催中止

豪雨・暴風により大会開催中止
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大会回数 開催年 開催地 カテゴリー 優勝 準優勝 第3位 最優秀選手

一般男子 佐倉インヴァース 芦原フェニックス みよし Sea Monkey 生田剛志（佐倉ｲﾝｳﾞｧｰｽ）

一般女子 駿大withG みよしマーメイド 愛知大学G 松本茉莉花（駿大withG）

高校選手権男子 福井県立金津高等学校A 福井県立金津高等学校B+α みよしカヌークラブ

高校男子 福井県立金津高等学校A 福井県立金津高等学校B+α みよしカヌークラブ

中学生 みよしサーカスオンザウォーター みよしサーカスマーメイド フレンドシップあわら

小学生男子 この指とまれ☆NAWMAN'S みよしジュニアカヌークラブＢ みよしジュニアカヌークラブA

小学生女子 本荘　Ｎｏ１　ガールズ 北潟スマイルガールズ ＡＷＡＲＡ　６　ＧＩＲＬＳ

一般男子 佐倉インヴァース みよし Sea Monkey 芦原フェニックス 木村亮太（佐倉ｲﾝｳﾞｧｰｽ）

一般女子 ソルチェ ミックスマザーズ 女組 一柳琴慧（ソルチェ）

高校選手権男子 みよしポロクラブ 金津高校A 金津高校B

高校男子 金津高校A 金津高校B 金津高校D

中学生 みよしサーカスオンザウォーターＡ みよしサーカスオンザウォーターB みよしサーカスオンザウォーターC

小学生男子 みよしジュニアカヌークラブC みよしジュニアカヌークラブA みよしジュニアカヌークラブB

一般男子 佐倉インヴァース みよしボダーズ 芦原フェニックス 木村亮太（佐倉ｲﾝｳﾞｧｰｽ）

一般女子 Solche あいちマーメイド 女組 松本茉莉花（Solche）

高校選手権男子 金津高校A 金津高校D 金津高校B

高校男子 金津高校A 金津高校D 金津高校B

中学生 みよしサーカス・マーメイドA 芦原CPA みよしサーカス・マーメイドB 

小学生男子 みよしジュニアカヌークラブ男子 北潟フラックタイガーズ あわらボーイズ

小学生女子 みよしジュニアカヌークラブ女子 北潟6年女子 AWARA DREAM

一般男子

一般女子

高校選手権

高校男子

中学生

小学生男子

第3５回大会 令和２年

愛知県・みよし市

福井県・あわら市

新型コロナウイルス感染拡大に伴う大会中止

新型コロナウイルス感染拡大に伴う大会中止

第32回大会 平成29年

山梨県・身延町

福井県・あわら市

第34回大会 令和元年

東京都・江戸川区

福井県・あわら市

第33回大会 平成30年 愛知県・みよし市
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