
	 

戦績	 

●１９９７年 ２月  Buller	 White	 Water	 Festival (ニュージーランドのレースラフティング大会)出場。３位	 

●１９９９年 ８月  ラフティング世界大会 CWWC１９９９ 南アフリカ 出場。 １２位	 

●１９９９年 １０月 ラフティング世界大会アジア、オセアニア地区予選（ニュージーランド）出場。２位	 

●２０００年 ２月  ラフティング世界大会 CWWC２０００ チリ 出場。１１位	 

●２０００年 １０月 国内ラフティング大会 WWF 出場。 優勝	 

●２００１年 ５月  世界大会アジア・オセアニア地区予選大会を日本で主催。世界大会出場権獲得	 

●２００１年 ５月  国内ラフティング大会 リバーベンチャーに芸能人と出場。５位。	 

●２００１年 ８月  ラフティング世界大会 ＣＷＷＣ２００１ ザンビア 出場。 １５位	 

●２００１年 ９月  ラフティング世界大会 ＷＲＣ２００１ アメリカ 出場。８位	 

●２００１年 １０月 国内ラフティング大会	 WWF 出場。 優勝（２連覇）	 

●２００１年 １１月 アウトリガーカヌーレース パラオ 出場。 ６位	 

●２００１年 １１月 ラフティング大会 インドネシア 出場。 優勝	 

●２００２年 ５月  国内ラフティング大会 リバーベンチャー 出場。 ２位	 

●２００２年 ９月  国内ラフティング大会 天竜川ＷＷＦ 2 メン 出場。 優勝	 

●２００２年 １０月 国内ラフティング大会 ＷＷＦ出場。 2 メン 優勝	 

●２００２年 １１月 インターナショナル・スワンボート大会 タイ 出場。 ９位	 

●２００３年 １月  松戸市長杯カヌー大会 出場。 ８位	 

●２００３年 ４月  ラフティング国際大会 オーストリア 出場。 ３位	 

●２００３年 ５月  国内ラフティング大会 リバーベンチャー 出場。 優勝	 

●２００３年 ６月  国内ラフティング大会 世界大会国内予選 出場。 優勝	 

●２００３年 ８月  ラフティング世界大会 ＷＲＣ２００３ チェコ共和国 出場。１０位	 

●２００３年 ９月  国内ラフティング大会 天竜川ＷＷＦ 2 メン 出場。 優勝（２連覇）	 

●２００３年 １０月 国内ラフティング大会 ＷＷＦ出場。 優勝	 

●２００４年 ９月  国内ラフティング大会 天竜川ＷＷＦ出場。 優勝	 

●２００４年 １０月 国内ラフティング大会 ＷＷＦ出場。 優勝	 

●２００４年 １０月 ラフティング・プレ世界大会 エクアドル 出場 ７位	 

＜＜以下監督としての成績＞＞	 

●２００５年 ５月  国内ラフティング大会 世界大会国内予選 出場。 優勝	 

●２００５年 ６月  ラフティングヨーロッパカップ スロバキア 出場。 ５位	 

●２００５年 ７月  ラフティングヨーロッパカップ イタリア 出場。 優勝	 

●２００５年 １０月 ラフティング世界大会 ＷＲＣ２００５ エクアドル共和国 出場。１０位	 

●２００６年 ４月  ラフティングジャパンカップ１戦 御岳 １位	 

●２００６年 ５月  ラフティングジャパンカップ２戦 水上 １位	 

●２００６年 ６月  ラフティングヨーロッパカップ スロバキア 出場。 スラローム６位 スプリント３位	 

●２００６年 ６月  ラフティングチェコカップ チェコ 出場。スラローム 12位 スプリント 7位	 

●２００６年 ７月  ラフティングヨーロッパカップ イタリア 出場。 総合優勝	 

●２００６年 ８月  ラフティングジャパンカップ３戦 御岳 １位	 

●２００６年 ９月  ラフティングジャパンカップ４戦 長野 １位	 

●２００６年 １０月 ラフティングジャパンカップ５戦 岐阜 優勝	 

●２００７年 ３月  ラフティングジャパンカップ１戦 御岳 １位	 

●２００７年 ４月  ラフティングジャパンカップ２戦 京都 １位	 

●２００７年 ７月  ラフティング世界大会 WRC 韓国 ３位	 

●２００７年 ８月  ラフティングジャパンカップ４戦 長野 １位	 

●２００７年 １０月 ラフティングジャパンカップ５戦 岐阜 １位	 

●２００７年 １０月 ラフティング国際大会 ザンベジチャレンジ ジンバブエ ２位	 

●２００８年 ４月  ラフティングジャパンカップ 1戦 御嶽 1位	 

●	 ２００８年 ４月 	 二人乗りラフティング国際大会 中国 3位	 

●	 ２００８年 ５月 	 ラフティングジャパンカップ 2戦 徳島 1位	 

●	 ２００８年 ６月 	 ラフティングヨーロッパカップ スロバキア 出場 3位	 

●	 ２００８年 ６月 	 ラフティング・プレ世界大会 ボスニア 準優勝	 

●	 ２００８年 ８月 	 ラフティングジャパンカップ 3戦 長野 1位	 

●	 ２００８年 ９月 	 ラフティングジャパンカップ 4戦 長野 1位	 

●	 ２００８年 １０月	 ＩＲＦラフティングワールドカップ 日本・岐阜 優勝	 

●	 ２００９年 ４月	  ラフティングジャパンカップ１戦 多摩川 1位	 

●	 ２００９年 ４月 	 ラフティングジャパンカップ 2戦 吉野川 1位	 

●	 ２００９年 ５月 	 ラフティング世界大会 WRC ボスニア 準優勝	 

●	 ２００９年 ８月 	 ラフティングジャパンカップ 3戦 前川 1位	 

●	 ２００９年 ８月  二人乗りラフティング大会 中国 優勝	 

●	 ２００９年 １０月 ラフティング・プレ世界大会 オランダ 準優勝	 

●	 ２０１０年 ４月 	 ラフティングジャパンカップ 1戦	 多摩川 1位	 

●	 ２０１０年 ５月 	 ラフティングジャパンカップ 2戦 吉野川 1位	 

●	 ２０１０年 ５月 	 みなかみＸ−ＴＲＥＭＥ（利根川） 優勝	 

●	 ２０１０年 ７月 	 ラフティング世界大会 WRC オランダ 優勝	 



●	 ２０１０年 ８月 	 ラフティングジャパンカップ 3戦 前川 1位	 

●	 ２０１０年 ８月 	 ラフティングジャパンカップ 4戦 北山川 1位	 

●	 ２０１０年 ９月 	 ラフティングジャパンカップ 5戦 天竜川 1位	 

●	 ２０１０年 １０月 国内ラフティング大会 世界大会国内予選 優勝	 

●	 ２０１１年 ４月 	 ラフティングジャパンカップ 1戦	 多摩川 1位	 

●	 ２０１１年 ５月 	 ラフティングジャパンカップ 2戦 吉野川 1位	 

●	 ２０１１年 ５月 	 みなかみＸ−ＴＲＥＭＥ（利根川） 優勝	 

●	 ２０１１年 ８月 	 ラフティングジャパンカップ 3戦 前川 1位	 

●	 ２０１１年 ９月 	 ラフティングジャパンカップ 4戦 天竜川 1位	 

●	 ２０１１年 １０月 	 ラフティング世界大会 WRC コスタリカ 優勝	 

 


