
第第第第５５５５５５５５回回回回

西日本新人西日本新人西日本新人西日本新人カッターカッターカッターカッター競技大会競技大会競技大会競技大会

　　　　日日日日　　　　時時時時／／／／平成平成平成平成 21212121年年年年 11111111月月月月 3333日日日日((((火火火火))))8:308:308:308:30～～～～15:3015:3015:3015:30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行））））

　　　　場場場場　　　　所所所所／／／／水産大学校水産大学校水産大学校水産大学校　　　　吉見沖海上吉見沖海上吉見沖海上吉見沖海上

　　　　主主主主　　　　管管管管／／／／独立行政法人水産大学校独立行政法人水産大学校独立行政法人水産大学校独立行政法人水産大学校　　　　後後後後　　　　援援援援／／／／下関市下関市下関市下関市・・・・下関市教育委員会下関市教育委員会下関市教育委員会下関市教育委員会・・・・読売新聞西部本社読売新聞西部本社読売新聞西部本社読売新聞西部本社・・・・朝日新聞社朝日新聞社朝日新聞社朝日新聞社・・・・毎日新聞下関支局毎日新聞下関支局毎日新聞下関支局毎日新聞下関支局・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みなとみなとみなとみなと山口合同新聞山口合同新聞山口合同新聞山口合同新聞・・・・コミュニティエフエムコミュニティエフエムコミュニティエフエムコミュニティエフエム下関下関下関下関・・・・財団法人水産大学校後援会財団法人水産大学校後援会財団法人水産大学校後援会財団法人水産大学校後援会・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水産大学校同窓会滄溟会水産大学校同窓会滄溟会水産大学校同窓会滄溟会水産大学校同窓会滄溟会　　　　出場校出場校出場校出場校／／／／海技大学校海技大学校海技大学校海技大学校・・・・海上保安大学校海上保安大学校海上保安大学校海上保安大学校・・・・九州看護福祉大学九州看護福祉大学九州看護福祉大学九州看護福祉大学・・・・神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学・・・・京都府立海洋高等学校京都府立海洋高等学校京都府立海洋高等学校京都府立海洋高等学校・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京海洋大学海洋工学部東京海洋大学海洋工学部東京海洋大学海洋工学部東京海洋大学海洋工学部・・・・長崎大学長崎大学長崎大学長崎大学・・・・三重大学三重大学三重大学三重大学・・・・水産大学校水産大学校水産大学校水産大学校



第第第第５５５５５５５５回回回回　　　　西日本新人西日本新人西日本新人西日本新人カッターカッターカッターカッター競技大会競技大会競技大会競技大会主　　　管　　独立行政法人水産大学校日　　　時　　平成２１年１１月３日（火）8:30～15:30　（雨天決行）場　　　所　　水産大学校　吉見沖海上参　加　校　　海技大学校（一般）　海上保安大学校（一般・女子）　九州看護福祉大学（女子）　　　　　　　神戸大学（一般・女子）　京都府立海洋高等学校（一般）　　　　東京海洋大学海洋工学部（女子）　長崎大学（一般・女子）　　　　三重大学（一般・女子）　水産大学校（一般・女子）　　　　（以上９校）行 事 日 程　　主将会議　　　　　　　　日　時　　１１月２日（月）１４：００～　　　　　　　　場　所　　舟艇管理棟　２ F　会議室　　　　　　　　出席者　　各校主将・主務・艇指揮・艇長　　　　　　　レセプション　　　　　　　　日　時　　１１日２日（月）１７：００～２０：３０　　　　　　　　場　所　　滄溟寮食堂（一般）、生協食堂（女子）　　　　　　　連盟会議　　　　　　　　日　時　　１１月３日（火）１６：００～　　　　　　　　場　所　　舟艇管理棟　２階　会議室　　　　　　　　出席者　　各大学顧問・主将・主務　　　　　　　　議　事　　大会反省・次回主管校・その他



大大大大　　　　会会会会　　　　役役役役　　　　員員員員大会会長    　　水産大学校　　校　長　　　　　　　　　山元　憲一　  大会副会長      水産大学校　　学生部長　　　　　　　　前田　和幸  審判長          水産大学校　　海洋生産管理学科　  　　深田　耕一  運営委員　　　　水産大学校　　海洋生産管理学科　　　　川崎　潤二水産大学校　　海洋生産管理学科　　　　酒出　昌寿　　　　　　　　　水産大学校　　海洋機械工学科　　　　　津田　稔水産大学校　　海洋機械工学科　　　　　一瀬　純也　　　　　　　　　水産大学校　　天鷹丸　　　　　　　　　上野　修水産大学校　　天鷹丸　　　　　　　　　仁井谷　真　　　　　　　　　水産大学校　　天鷹丸　　　　　　　　　荒木　勇雄　　  顧　問          海技大学校　　　　　　　　　淺木　健司　　　　　　　　　海上保安大学校 　           川村　篤嗣　　                  九州看護福祉大学            安藤　学　　　　　　　　　神戸大学          　　      広野 康平，矢野 吉治　　　　　　　　　京都府立海洋高等学校　　　　中島　幸一　　　　　　　　　東京海洋大学海洋工学部　　　庄司　邦昭                  長崎大学                    高山 久明                  三重大学                    中村 亨                  水産大学校                  下川 伸也　実行委員  　　実行委員長　　　　海洋生産管理学科　４年　渡邉　晋也  　　副委員長　　　　　生物生産学科　　　４年　中村　咲弥  　　総　　務　　　　　海洋機械工学科　　３年　片岡　宏太　　　会　　計　　　　　食品科学科　　　　４年　吉岡　佐織　　　進　　行　　　広　　報　　　　　海洋生産管理学科　３年　熊木　美緒　　　審判・記録　　　　食品科学科　　　　４年　井上　智裕　　　競技会場　陸上　　食品科学科　　　　３年　菱川　直将、桑畑ひろみ　　　　　　　　海上　　海洋生産管理学科　４年　岩永　大師　　　配　　艇　　　　　海洋生産管理学科　３年　久保田　優太　　　　　　　　　　　　海洋生産管理学科　３年　井上　雅絵　　　宿　　泊　　　　　総務併任　　　接　　待　　　　　学生自治会



第第第第５５５５５５５５回西日本新人回西日本新人回西日本新人回西日本新人カッターカッターカッターカッター競技大会競技大会競技大会競技大会をををを迎迎迎迎えてえてえてえて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水産大学校　校長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山山山山　　　　元元元元　　　　憲憲憲憲　　　　一一一一　澄み渡る秋、吉見竜王山も美しく彩り、響灘の海風も清々しく感じる季節となりました。　この度、水産大学校が主管校として第５５回西日本新人カッター競技大会を開催できますことは大変光栄であり、心から選手諸君を歓迎いたします。　選手諸君は、入学以来の半年間、ひたむきに汗を流し、血のにじむような試練に耐え抜かれて、母校の名誉と期待を担って本大会に臨まれたことと思います。　選手諸君は、本大会での勝利を目指した日々の練習をとおして、不屈の精神、相互の信頼とチームワークの重要性などシーマンに求められる大切な資質を養ってきたと思いますが、本大会で諸君が展開される真剣な熱戦は、青春の賛歌であり、諸君一人一人が将来を雄々しく生き抜く貴重な糧となることでしょう。　どうか日頃の鍛錬の成果をいかんなく発揮し、好レースを展開されることを期待いたします。　最後に、本大会の運営と発展に常々ご協力を賜っております関係各位に深く感謝を表しますとともに、大会のご成功と益々の発展をお祈りいたします。



顧問 淺木　健司

氏名 学科 学年 身長 体重

主将 菅野   光 海上技術コース(機関) 1 172 73 館山海上技術学校 （千　 葉）

副将 瀬戸山　浩平 海上技術コース(航海) 1 170 74 館山海上技術学校 （埼　 玉）

主務 鈴木　壮一郎 海上技術コース(航海) 1 175 78 小樽海上技術学校 （北海道）

艇指揮 鈴木　脩也 海上技術コース(航海専修) 1 170 75 清水海上技術短期大学校 （福 　島）

艇長 鶴岡　博史 海上技術コース(航海専修) 2 171 57 波方海上技術短期大学校 （広　 島）

1 石橋　佳昇 外航基幹職員養成（航海前期） 1 174 65 波方海上技術短期大学校 （兵　 庫）

2 鈴木　壮一郎 海上技術コース(航海) 1 175 78 小樽海上技術学校 （北海道）

3 外山　洋平 海上技術コース(航海専修) 1 166 51 清水海上技術短期大学校 （秋　 田）

4 杉山　兼一郎 外航基幹職員養成（航海前期） 1 176 62 海技大学校海上技術科 （長 　崎）

5 渕ノ上　正太 海上技術コース(航海専修) 1 180 70 波方海上技術短期大学校 （鹿児島）

6 千島　亮弥 海上技術コース(航海) 1 163 69 館山海上技術学校 （埼　 玉）

7 瀬戸山　浩平 海上技術コース(航海) 1 170 74 館山海上技術学校 （埼　 玉）

8 内田　宗一郎 海上技術コース(航海) 1 166 66 館山海上技術学校 （埼　 玉）

9 内田　和希 海上技術コース(航海) 1 170 58 口之津海上技術学校 （熊　 本）

10 北林　克洋 海上技術コース(航海専修) 1 162 58 波方海上技術短期大学校 （宮 　崎）

11 菅野　 光 海上技術コース(機関) 1 172 73 館山海上技術学校 （千　 葉）

12 佐々木　進之介 海上技術コース(機関) 1 166 75 宮古海上技術学校 （宮 　城）

補欠 堺　雄一郎 海上技術コース(機関) 1 174 65 小樽海上技術学校 （北海道）

補欠 藤永　健 外航基幹職員養成（航海前期） 1 157 63 山口県立水産高校 （山　 口）

補欠 白井　洋平 外航基幹職員養成（航海前期） 1 170 55 海技大学校海上技術コース （新 　潟）

補欠

顧問 川村　篤嗣

氏名 学科 学年 身長 体重

主将 安倍　拓野 航海科 2 174 70 仙台三高 （宮　 城）

副将 岩下　竜介 航海科 2 170 65 甲府昭和 （山 　梨）

主務 中島　慧　 航海科 2 170 63 東農大三 （埼　 玉）

艇指揮 安倍　拓野 航海科 2 174 70 仙台三高 （宮 　城）

艇長 岩下　竜介 航海科 2 170 65 甲府昭和 （山　 梨）

1 太田　和希 1 163 63 木更津 （千 　葉）

2 東元　俊輔 1 170 65 姫路 （兵　 庫）

3 小倉　奨平 1 168 70 加治木 （鹿児島）

4 吉村　友一 1 165 61 市立基町 （広 　島）

5

6 山下　海門 1 172 67 葺合 （兵　 庫）

7 松本　裕樹 1 172 75 松山東 （愛 　媛）

8 對馬　浩介 1 177 67 久我山 （東　 京）

9 角田　陽祐 1 175 70 不動岡 （埼　 玉）

10 田中　勇気 1 175 70 宇和島東 （愛　 媛）

11 桜庭　隆貴 1 171 67 成東 （東　 京）

12 簀戸　典文 1 179 73 文教 （京 　都）

補欠

補欠

補欠

補欠

Row or Die!! So Victory!!

出身校 ・ 出身地

海技大学校
◎一般レース出漕クルー

海上保安大学校

出身校 ・ 出身地

最後まで合わせて漕ぎきります。



顧問 広野　康平

氏名 学科 学年 身長 体重

主将 千田　哲也 海事・海事技術マネジメント 3 177 72 大阪桐蔭 （大　 阪）

副将

主務 原　章生 海事・海事技術マネジメント 3 162 52 開明 （大　 阪）

艇指揮 山田　優 海事・海事技術マネジメント 3 160 58 韮山 （静 　岡）

艇長 守田　光博 海事・海事技術マネジメント 2 170 64 宮崎第一 （宮 　崎）

1 西岡　新之助 海事・海事技術マネジメント 3 178 72 啓光学園 （大 　阪）

2 加藤　真也 海事・海事技術マネジメント 3 176 65 光泉 （滋　 賀）

3 上林　尚道 海事・未定 1 167 61 茗溪学園 （茨　 城）

4 疋田　航 海事・未定 1 174 60 浜松西 （静 　岡）

5 山下　兼樹 海事・未定 1 177 70 海星 （長 　崎）

6 田中　勇太 海事・未定 1 168 72 済美平成中等教育学校（愛 　媛）

7 大浦　勇仁 工・機械 3 167 70 宮津 （京 　都）

8 バーナード　正海 海事・未定 1 182 74 東京農業大学第一 （東 　京）

9 岡田　善隆 海事・海事技術マネジメント 2 171 56 泉陽 （大 　阪）

10 千田　哲也 海事・海事技術マネジメント 3 177 72 大阪桐蔭 （大 　阪）

11 林　裕馬 海事・未定 1 166 53 近畿大学付属 （大 　阪）

12 原　章生 海事・海事技術マネジメント 3 162 52 開明 （大 　阪）

補欠 木村　竜士 海事・海事技術マネジメント 2 175 90 関西創価 （兵 　庫）

補欠 山下　輝 海事・海事技術マネジメント 3 165 55 長岡高専 （神奈川）

補欠

補欠

顧問 中島　幸一

氏名 学科 学年 身長 体重

主将 足立　佑貴 海洋科学科 2 166 64 綾部市立綾部中学校 （京 　都）

副将 海永　彰人 海洋資源科 2 166 65 舞鶴市立城北中学校 （京 　都）

主務

艇指揮 平山　京 海洋学科群 1 155 舞鶴市立若浦中学校 （京 　都）

艇長 龍川　愛 海洋科学科 2 156 京都市立北野中学校 （京 　都）

1 中島　亨介 海洋学科群 1 164 61 京都市立神川中学校 （京 　都）

2 高橋　智貴 海洋学科群 1 163 61 京都市立洛北中学校 （京 　都）

3 服部　健一 海洋科学科 3 172 64 京都市立朱雀中学校 （京 　都）

4 足立　佑貴 海洋工学科 2 166 64 綾部市立綾部中学校 （京 　都）

5 森崎　大海 海洋学科群 1 165 55 京都市立大枝中学校 （京 　都）

6 塩田　将利 海洋資源科 3 173 55 舞鶴市立由良川中学校 （京 　都）

7 海永　彰人 海洋工学科 2 166 65 舞鶴市立城北中学校 （京 　都）

8 溝口　祥吾 海洋資源科 3 184 84 宮津市立宮津中学校 （京 　都）

9 田村　康兵 海洋資源科 3 170 68 京丹後市立大宮中学校 （京 　都）

10 奥村　力矢 海洋学科群 3 168 67 亀岡市立東輝中学校 （京 　都）

11 児玉　宗太 海洋学科群 1 168 53 京都市立樫原中学校 （京 　都）

12 光末　悠太郎 海洋学科群 1 174 77 豊中市立第１１中学校 （京 　都）

補欠

補欠

補欠

補欠

出身校 ・ 出身地

優勝旗は神戸が持って帰ります！

京都府立海洋高等学校

出身校 ・ 出身地

神戸大学



顧問 高山　久明

氏名 学科 学年 身長 体重

主将 濱村　祐太朗 水産 2 163 59 松浦 （長　 崎）

副将 　

主務 塩飽　朋之 水産 2 182 73 東筑紫学園 （福 　岡）

艇指揮 村上　遼 水産 2 184 73 岩国 （山　 口）

艇長 渡辺　峻 水産 2 177 62 渋川 （群 　馬）

1 平松　大介 水産 1 172 63 下松 （山 　口）

2 内藤　大河 水産 1 166 77 私立洛南 （京　 都）

3 中田　勝士 水産 1 177 70 宇土 （熊　 本）

4 木山　孔司 水産 2 172 63 鹿児島 （鹿児島）

5 内桶　勇樹 水産 1 177 86 岩瀬日大 （茨　 城）

6 永井　悠介 水産 1 169 67 呉羽 （富　 山）

7 井樋　洸太郎 水産 1 163 55 高鍋 （宮　 崎）

8 赤間　公紀 水産 1 176 67 広島城北 （広　 島）

9 森本　龍平 水産 1 166 64 広島井口 （広　 島）

10 吉田　歩 水産 1 176 70 唐津東 （佐　 賀）

11 東　眞一郎 水産 1 174 69 国府 （愛　 知）

12 恩田　拓尭 水産 1 167 55 祐誠 （福　 岡）

補欠 山根　晃 水産 2 165 58 錦丘 （石　 川）

補欠 川嶋　亮平 水産 2 176 83 八幡南 （福　 岡）

補欠 吉川　修司 水産 2 170 67 大成 （愛 　知）

補欠 山口　智史 水産 2 176 57 北摂三田 （兵　 庫）

　　　　　　　　　　　今年もまた勝てそうな気がするぅーーーー　　　　　　　　　　　　　あると思います！！

顧問 中村　亨

氏名 学科 学年 身長 体重

主将 服部　雅史 人文学部・法律経済学科 2 166 51 川越 （三　 重）

副将 宮入　遥 生物資源学部・共生環境学科 2 165 伊那北 （長 　野）

主務 馬場　史至 生物資源学部・生物圏生命学科 2 174 54 札幌手稲 （北海道）

艇指揮 三谷　花代 生物資源学部・生物圏生命学科 3 160 名経大高蔵 （愛 　知）

艇長 橋本　ちなみ 生物資源学部・生物圏生命学科 3 150 愛知淑徳 （愛 　知）

1 齋藤　圭介 生物資源学部・共生環境学科 3 166 56 津東 （三 　重）

2

3 今村　聡 工学部・電気電子工学科 3 170 52 四日市南 （三　 重）

4 久本　嵩 生物資源学部・共生環境学科 3 180 63 東大津 （滋 　賀）

5 野浪　大嗣 生物資源学部・生物圏生命学科 2 173 75 鳥羽 （京　 都）

6 馬場　史至 生物資源学部・生物圏生命学科 2 174 54 札幌手稲 （北海道）

7 寺田　之翁 工学部・電気電子工学科 2 158 48 狭山高校 （大 　阪）

8 服部　雅史 人文学部・法律経済学科 2 166 51 川越 （三　 重）

9 左近　健人 生物資源学部・資源循環学科 1 180 74 名古屋大学付属高校 （愛 　知）

10 富田　哲郎 生物資源学部・生物圏生命学科 1 177 63 三谷水産 （岐　 阜）

11 西井　誓哉 生物資源学部・共生環境学科 3 161 51 四日市南 （三 　重）

12 西澤　誠 生物資源学部・共生環境学科 3 167 53 半田 （愛　 知）

補欠

補欠

補欠

補欠

私たち三重大学端艇部は男女ともに今大会に向けて、気合を入れて練習に励んできました。
その成果が出るよう、精一杯、チーム一丸となって頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

三重大学

出身校 ・ 出身地

出身校 ・ 出身地

女子がグリスを塗っているときぃーーーー　　　グリス棒で丁寧に丁寧にオールをこすっているのをみたらぁーーーーあ

長崎大学



顧問 下川　伸也

氏名 学科 学年 身長 体重

主将 西村　一生 海洋機械工学科 3 176 75 長尾谷 （大　 阪）

副将 河津　慧 海洋生産管理学科 3 170 66 松江南 （島 　根）

主務 片岡　宏太 海洋機械工学科 3 168 72 大門 （広　 島）

艇指揮 片岡　宏太 海洋機械工学科 3 168 72 大門 （広 　島）

艇長 河津　慧 海洋生産管理学科 3 170 66 松江南 （島　 根）

1

2

3 柴岡　卓洋 海洋機械工学科 1 165 58 館山海上技術学校 （千 　葉）

4 西村　一生 海洋機械工学科 3 176 75 長尾谷 （大　 阪）

5 最上　快 海洋生産管理学科 1 170 64 八戸水産 （青 　森）

6 中澤　理 海洋生産管理学科 1 171 62 高知 （高　 知）

7 杉野　尊俊 海洋生産管理学科 2 172 75 鈴鹿 （三 　重）

8 鍬崎　誠 海洋機械工学科 1 175 72 戸畑 （福　 岡）

9 竹口　佳孝 海洋生産管理学科 1 176 68 京都成章 （京 　都）

10 佐々木　弘成 海洋生産管理学科 2 167 65 八戸水産 （青　 森）

11 神谷　徹 食品科学科 2 180 79 大島 （鹿児島）

12 川口　優馬 食品科学科 2 170 61 金光八尾 （大 　阪）

補欠 山田　昌平 海洋生産管理学科 2 183 69 浦安 （千　 葉）

補欠

補欠

補欠

追いつけ、追い越せ。

出身校 ・ 出身地

水産大学校



顧問 川村篤嗣

氏名 学科 学年 身長

主将 米山　将平 航海 2 172 三次 （広　 島）

副将 近藤　龍彦 航海 2 173 五島 （長　 崎）

主務 中島　慧 航海 2 175 東農大第三 （埼 　玉）

艇指揮 米山　将平 航海 2 172 三次 （広　 島）

艇長 近藤　龍彦 航海 2 172 五島 （長 　崎）

1 藤井　亜弥 1 158 福山暁の星女子 （広　 島）

2 仲宗根　寿望 航海 2 162 首里 （沖　 縄）

3 北島　愛可 1 163 下妻第一 （茨 　城）

4 荒堀　紀美恵 1 162 綾部 （京　 都）

5 森口　礼 1 162 福島東 （福 　島）

6 宇佐　美千佳 1 161 富士宮西 （静　 岡）

補欠

補欠

補欠

補欠

顧問 安藤学

氏名 学科 学年 身長

主将 冨安　愛 社会福祉 3 164 天草工業 （熊　 本）

副将

主務 陣内　あづみ 看護　 2 157 長崎南 （長 　崎）

艇指揮 吉谷　 愛佑華 看護　 2 150 諫早 （長 　崎）

艇長 碇 　絵理香 社会福祉 2 163 三養基 （佐　 賀）

1 内山　奏美 社会福祉 2 157 都城西 （宮　 崎）

2 冨安　愛 社会福祉 3 164 天草工業 （熊 　本）

3 與儀　 周子 社会福祉 2 156 球陽 （沖 　縄）

4

5 陣内　あづみ 看護　 2 157 長崎南 （長　 崎）

6 関　夏海 社会福祉 2 157 八重山 （沖　 縄）

補欠 河村　千種　 社会福祉 2 162 佐賀北 （佐 　賀）

補欠 大平　祐子　 看護　 3 155 大分舞鶴 （大　 分）

補欠 堀江　あゆみ 看護（編入） 3 162 県立衛生専門学校 （岐 　阜）

補欠 中留　真紀子 リハビリ 2 156 都城西 （鹿児島）

◎女子レース出漕クルー

完漕を目標にし頑張ります！！

他艇に少しでも追いつけるように頑張ります！！！

出身校 ・ 出身地

海上保安大学校

九州看護福祉大学

出身校 ・ 出身地



顧問 矢野吉治

氏名 学科 学年 身長

主将 尾田　恵梨奈 海事科学部・航海科 2 165 鳥取西 （鳥　 取）

副将 福岡　桜子 海事科学部・機関科 2 155 久留米 （福 　岡）

主務 齊藤リーアかづら 海事科学部 2 158 浜松日体 （静　 岡）

艇指揮 衣川　一恵 海事科学部 2 157 八鹿 （兵 　庫）

艇長 尾田　恵梨奈 海事科学部・航海科 2 165 鳥取西 （鳥　 取）

1 齊藤リーアかづら 海事科学部 2 158 浜松日体 （静 　岡）

2 大高　碧 海事科学部 1 166 近畿大学付属 （大　 阪）

3 中山　美有紀 文学部 1 160 （長 　崎）

4 小川　満里江 海事科学部・航海科 2 167 奈良 （奈　 良）

5 羽田　有美恵 海事科学部 2 165 開明 （大 　阪）

6 福岡　桜子 海事科学部・機関科 2 155 久留米 （福　 岡）

補欠

補欠

補欠

補欠

顧問 庄司　邦昭

氏名 学科 学年 身長

主将 井出　友美 海洋電子機械工学科 3 152 駒込 （千　 葉）

副将

主務 八重田　樹李 海事システム工学科 3 164 飯山北 （長 　野）

艇指揮 井出　友美 海洋電子機械工学科 3 152 駒込 （千　 葉）

艇長 渡辺　あや 海事システム工学科 2 146 呉三津田 （広 　島）

1 八重田　樹李　 海事システム工学科 3 164 飯山北 （長　 野）

2 續山　美咲 海事システム工学科 2 159 館山海上技術学校 （埼 　玉）

3 遠藤　理子 海事システム工学科 2 163 古川学園 （宮　 城）

4 飯野　文子　 海事システム工学科 3 170 青山 （東 　京）

5 武藤　文 海洋電子機械工学科 3 167 山脇学園 （東　 京）

6 北野　華子 流通情報工学科 1 167 東京学芸大学高校 （東 　京）

補欠 植田　恵未 流通情報工学科 3 164 富岡東 （群　 馬）

補欠 阿部　純子 海事システム工学科 3 167 田園調布学園 （東 　京）

補欠 井上　美佳 海事システム工学科 2 155 大田原女子 （栃　 木）

補欠

いい結果を残して、おいしいふぐを食べて帰るぞ！！！

私たち神戸女子カッター部は、この度も部員以外のヘルプ2名を導入し、且つ半数が実習により10月は練習ができない中で、参加させ
てただきました。新しい会場、艇、オール、メンバーですが、カッターで培ってきた団結力と絆で大会に挑みたいと思います。

それぞれの心に残る最高の漕ぎで、みなさんとレースしたいと思いますので、宜しくお願いします。

出身校 ・ 出身地

東京海洋大学

神戸大学

出身校 ・ 出身地



顧問 高山　久明

氏名 学科 学年 身長

主将 要木　香苗 水産学科 2 154 岡山朝日 （岡　　山）

副将

主務 納所　真璃子 水産学科 2 164 武雄 （佐　　賀)

艇指揮 中森　三智 水産学科 2 154 呉三津田 （広　　島）

艇長 稲葉　藍 水産学科 2 157 並木 （茨　　城）

1 東　　明穂 水産学科 1 161 猶興館 （長　　崎）

2 納所　真璃子 水産学科 2 164 武雄 （佐　　賀)

3 田崎　恵梨子 水産学科 1 149 唐津東 （佐　　賀)

4 林田　毬菜 水産学科 1 149 島原 （長　　崎）

5 要木　香苗 水産学科 2 154 岡山朝日 （岡　　山）

6 落合　希 水産学科 2 156 福岡女学院 （福　　岡）

補欠 直江　瑠美 水産学科 2 152 筑紫女学園 （福　　岡）

補欠

補欠

補欠

顧問 中村　亨

氏名 学科 学年 身長

主将 服部　雅史 人文学部・法律経済学科 2 166 川越 （三　 重）

副将 宮入　遥 生物資源学部・共生環境学科 2 165 伊那北 （長　 野）

主務 馬場　史至 生物資源学部・生物圏生命学科 2 174 札幌手稲 （北海道）

艇指揮 三谷　花代 生物資源学部・生物圏生命学科 2 160 名経大高蔵 （愛 　知）

艇長 馬場　史至 生物資源学部・生物圏生命学科 2 174 札幌手稲 （北海道）

1 大谷　未来 教育学部・日本語教育コース 1 157 皇學館 （三　 重）

2 若山　紗季 教育学部・学校教育教員養成課程 特別支援コース 1 161 一宮西 （愛 　知）

3 端山　望 生物資源学部・共生環境学科 1 163 豊田南 （愛　 知）

4 宮入　遥 生物資源学部・共生環境学科 1 162 伊那北 （長 　野）

5 井上　菜々子 教育学部・学校教育教員養成課程 特別支援コース 1 154 愛知県立千種 （愛　 知）

6 橋本　ちなみ 生物資源学部・生物圏生命学科 2 150 愛知淑徳 （愛 　知）

補欠

補欠

補欠

補欠

出身校 ・ 出身地

三重大学

長崎大学

HP ∞

出身校 ・ 出身地

私たち三重大学端艇部は男女ともに今大会に向けて、気合を入れて練習に励んできました。
その成果が出るよう、精一杯、チーム一丸となって頑張りたいと思います。よろしくお願いします。



顧問 下川　伸也

氏名 学科 学年 身長

主将 池永　佳乃 水産流通経営学科 2 156 萩 （山 　口）

副将

主務 高橋　由衣 海洋生産管理学科 2 158 朝倉 （福　 岡）

艇指揮 間瀬　結香 海洋機械工学科 2 155 若松 （千 　葉）

艇長 反田　由美 食品科学科 3 153 長府 （山　 口）

1 岡崎　彩 海洋生産管理学科 1 155 安芸 （高 　知）

2 竹味　英理香 海洋生産管理学科 1 162 日本大学習志野 （千　 葉）

3 佐藤　まり恵 食品科学科 3 169 北筑 （福 　岡）

4 志方　清美 海洋生産管理学科 1 163 光塩女子学院高等科 （東　 京）

5 高橋　由衣 海洋生産管理学科 2 158 朝倉 （福 　岡）

6 池永　佳乃 水産流通経営学科 2 156 萩 （山　 口）

補欠 前田　絵梨奈 海洋機械工学科 1 155 柏原 （兵 　庫）

補欠 熊木　美緒 海洋生産管理学科 3 157 芝浦工業大学柏 （埼　 玉）

補欠 岩田　尚美 食品科学科 3 161 筑紫女学園 （福　 岡）

補欠

やってきた練習を十分に発揮し、吉見の海に優勝を飾ります。
泣いて笑って櫂立てしよう！！優勝に向けいざ出艇！！！

出身校 ・ 出身地

水産大学校



審審審審　　　　判判判判　　　　規規規規　　　　定定定定１１１１．．．．使用艇使用艇使用艇使用艇のののの決定決定決定決定予選に使用する艇及びコースはレース前日に各々抽選によって決定する。順位決定戦及び決勝レースに使用する艇及びコースは当日の抽選により決定する。原則として予備オールも含めてオールは各艇に備えているものとする。２２２２．．．．艇員艇員艇員艇員一般レースの艇員は艇指揮１名、艇長１名、漕手１２名、補欠２名、計１６名とし、レースでの艇指揮、艇長、漕手の兼務は認めない。欠員については、漕手のみ可とする。なお、補欠は全レースを通して２名とし、任意に交代を認める。また、艇員の性別は問わない。　女子レースの艇員は艇指揮１名、艇長１名、漕手６名、補欠２名、計１０名とし、レースでの艇指揮、艇長、漕手の兼務は認めない。欠員については、漕手のみ可とする。なお、補欠は全レースを通して２名とし、任意に交代を認める。また、漕手は全員女子であること。３３３３．．．．使用艇搭載物品使用艇搭載物品使用艇搭載物品使用艇搭載物品使用艇には下記に示す物品を搭載する。オールは艇に備えているものを使用すること。（９ｍカッター搭載物品）①　トランシーバー：１台、　　　　　　　　　②　紅白手旗：１組、　　　　　　③　救命浮環：１個④　オール　　　　：１４本（予備２本含む）、⑤　あかくみ：１個、　　　　　　⑥　ボートフック長・短：各１本⑦　旗竿　　　　　：１本（６ｍカッター搭載物品）①　トランシーバー：１台、　　　　　　　　　②　紅白手旗：１組、　　　　　　③　救命浮環：１個④　オール　　　　：８本（予備２本含む）、　⑤　あかくみ：１個、　　　　　　⑥　ボートフック短：１本４４４４．．．．出場艇出場艇出場艇出場艇のののの標識標識標識標識一般レースの各出場艇は当該校の標識を艇尾旗竿に掲揚する。ただし、スタート後はこの限りでない。５５５５．．．．発進要領発進要領発進要領発進要領    (1) 発進は原則としてトグル発進要領に従う。(2) 審判員がスタート５分前にマイクにより、コース順にスタートラインに整列するように通達する。艇長は用意がまだなら赤旗を、用意が完了したら白旗を直立して審判員に合図する。(3) スタート：号笛短声連続手旗２原画、号笛長一声、手旗頭上より一回転し、頭上から垂直に振り下ろした時をスタートとする。同時に号砲を打つ。(4) 発動は定刻に行い、原則として変更はしない。ただし、ブイ修正のため審判員は発動時刻を遅らせることができる。(5) 艇員に起因する発進の遅滞等についてはこれを考慮しない。６６６６．．．．漕走中漕走中漕走中漕走中のののの規則及規則及規則及規則及びびびび注意注意注意注意    (1) 各艇は定められた自己のコースを漕走するものとし、もし誤って他の艇に接触、その他不正行為があったと審判長が認めたときは失格とする。(2) 各艇は原則として完走するものとし、途中の棄権は認めない。スタート合図前に飛び出した艇も完走しなければならない。ただし、自艇の故障 (*) 及びこれに類する場合を除く。(3) 互いにコースの端を航行して接触の恐れのある場合は後行艇が先行艇の進路を避けるものとする。(4) レース中のコースにおける障害は、他艇の不正な接触を除くほか各艇これを忍ぶべきものとする。ex：風潮、他船の引き起こす波、漂流物等　 *自艇の故障･････航走することができないと審判員が認める場合７７７７．．．．回頭要領回頭要領回頭要領回頭要領回頭は左回頭（反時計回り）とし、回頭は指定の回頭旗を回頭するものとし、他の回頭旗を回頭した場合及び回頭旗、回頭ブイに艇の一部、または、オールの一部を接触した場合には、失格とする。



８８８８．．．．ゴールゴールゴールゴール(1) 艇首が規定のゴールラインに入った順序を以て順位とし審判する。(2) 同着の場合は追い込み艇の勝ちとし、追い込み艇の判定の困難な場合は回頭旗を遅れて回頭終了（回頭を終わって船首をゴールラインに向首した時点）した艇を追い込み艇とする。以上の判定でも判定が困難な場合は同着とし次位を空位とする。(3) オールを海中に取られた状態のままゴールしても失格としない。９９９９．．．．失格事項失格事項失格事項失格事項次の各項に該当する行為で、審判長が判定した場合は失格とする。ただし、本審判規定における失格とは当該レースのみに関するものであり、その成績は当該レースの最下位とみなす。(1) 審判長もしくは審判員の指示、または注意に従わなかった場合。(2) ｢各艇その位置｣の合図より、かい上げを行ってから発動までにオールを海面につけた場合。またはトグルを放した場合。(3) 他のコースに侵入して他艇と接触し、または他艇の進路を妨害した場合。(4) 回頭旗、回頭の方向を間違えた場合。(5) 回頭の際、回頭旗または回頭ブイに艇の一部またはオールの一部でも接触した場合。(6) 所定の搭載物品を搭載することなく競技に出場した場合。(7) 所定の搭載物品 ( 折れたオールを除く )を流失し、これを揚収することなく競技を続行した場合。(8) その他、不正行為のあった場合。ただし、失格行為が不可抗力によるものと審判員が認めた場合はこの限りではない。１０１０１０１０．．．．異議申立異議申立異議申立異議申立　　 (1) 各艇の艇指揮は発動までに主催者に起因し、競技に支障のある不備に対し赤旗を上げた後、審判員に異議申立をすることができる。　　 (2) 競技に対する異議申立等は、艇指揮が審判員に対して速やかにこれを行うものとし、審判長がこれを採決する。　



西日本新人カッター競技大会順位表一般レース回 年月日 場所・距離 １　位 ２  位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７位 、※ 天候・その他1 30.11.13 呉 海保大 神船大 晴１海里 11'47''4 12'05''4 海上　静2 31.10.28 〃 海保大 神船大 水産大 三重大 曇11'03''5 11'08''5 12'10''8 12'12''83 32.11.3 〃 神船大 海保大 三重大 水産大 晴10'51''0 10'52''6 11'26''8 11'30''0 海上　静4 33.11.2 〃 神船大 海保大 水産大 三重大 晴　時々突風強12'12''0 12'13''9 12'19''2 14'21''7 太郎フイ廻り5 34.11.3 〃 三重大 海保大 神船大 水産大 鹿児島大 曇2,000m 11'37''0 11'45''0 12'04''6 12'04''8 風向Ｗ、風速２6 35.11.3 〃 水産大 海保大 神船大 長崎大 三重大 鹿児島大 晴　時々突風ｱﾘ12'16''0 12'29''5 12'39''3 12'44''6 12'54''6 14'01''0 風強し7 36.11.3 〃 三重大 海保大 長崎大 水産大 神船大 鹿児島大 晴11'31''3 11'32''1 11'43''5 11'41''2 11'46''5 11'57''5 風向Ｓ、風速１8 37.11.3 〃 神船大 水産大 三重大 海保大 長崎大 雨11'32''2 11'50''5 12'17''6 12'06''7 12'08''1 海上　静9 38.11.3 〃 海保大 神船大 水産大 三重大 鹿児島大 長崎大 晴11'37''2 11'52''2 11'57''2 12'10''6 12'12''4 12'29''5 海上　静10 39.10.25 〃 海保大 長崎大 三重大 水産大 神船大 鹿児島大 晴11'38''3 11'57''9 12'07''5 12'03''2 12'13''4 12'19''0 風向Ｎ、風速３11 40.10.24 〃 三重大 海保大 神船大 長崎大 水産大 鹿児島大 晴11'13''7 11'14''9 12'03''8 11'47''7 11'49''7 12'13''0 海上　静12 41.10.30 〃 海保大 長崎大 水産大 鹿児島大 三重大 神船大 晴12'06''4 12'22''7 13'07''2 12'24''7 12'40''9 13'35''613 42.10.29 〃 海保大 鹿児島大 神船大 三重大 水産大 長崎大 晴12'07''8 12'15''5 12'29''8 12'21''2 12'24''5 12'47''8 風波ほとんどなし14 43.11.3 〃 海保大 三重大 長崎大 鹿児島大 神船大 水産大 晴11'32''5 12'11''1 12'11''4 12'14''2 12'24''0 12'41''5 風波ほとんどなし15 44.11.2 時　津 海保大 三重大 鹿児島大 長崎大 神船大 水産大 　　　　西風強く　　　　〃 15'08''8 16'47''2 17'17''7 13'21''3 13'33''5 14'12''7 　　　　波高し16 45.10.25 西　宮 水産大 海保大 長崎大 鹿児島大 三重大 神船大〃 13'53''1 13'56''2 13'44''1 14'11''4 14'12''4 13'39''017 46.10.24 吉　見 海保大 水産大 三重大 神船大 鹿児島大 長崎大 晴〃 12'45''8 13'21''7 13'34''3 13'12''9 13'44''1 14'18''9 西よりの微風18 47.10.29 呉 神船大 三重大 海保大 水産大 長崎大 鹿児島大 晴〃 11'58''4 12'07''3 12'21''2 12'09''8 12'58''4 12'32''2 風向Ｓ、風速１19 48.10.21 吉　見 水産大 海保大 長崎大 三重大 神船大 鹿児島大〃 11'31''5 11'43''0 12'05''720 49.10.20 時　津 海保大 神船大 長崎大 水産大 三重大 鹿児島大〃 14'56''3 15'10''6 15'17''2 16'26''0 17'17''0 18'30''0 強風21 50.10.26 芦　屋 神船大 海保大 長崎大 水産大 鹿児島大 三重大〃 11'39''1 11'45''3 12'07''4 12'18''7 12'35''7 12'52''622 51.10.24 呉 海保大 長崎大 水産大 神船大 鹿児島大 三重大 晴〃 13'09''1 13'26''8 13'29''2 13'58''6 14'30''4 14'37''223 52.10.23 吉　見 水産大 海保大 神船大 長崎大 三重大 鹿児島大 晴〃 10'36''8 10'42''4 11'07''2 11'00''6 11'06''4 11'18''8 　　　　　風速１24 53.10.22 時　津 水産大 長崎大 海保大 鹿児島大 神船大 三重大 晴〃 10'45''8 11'05''0 11'13''0 11'04''0 11'30''0 11'37''225 54.11.3 芦　屋 海保大 水産大 長崎大 三重大 鹿児島大 神船大〃 11'43''0 11'43''5 11'44''5 12'17''0 12'29''6 12'30''026 55.10.26 呉 海保大 水産大 鹿児島大 神船大 長崎大 晴〃 15'27''6 16'57''8 17'55''3 17'27''4 20'16''327 56.11.1 吉　見 海保大 水産大 長崎大 神船大 鹿児島大 晴　　　　波浪０〃 13'15''2 13'41''2 14'11''4 13'34''9 13'52''6 風向Ｎ、風速３28 57.10.24 時　津 海保大 水産大 三重大 神船大 鹿児島大 長崎大 曇　　　　波浪３〃 14'42''4 14'48''3 17'03''2 14'57''2 15'11''3 15'20''9 風向ＮＷ、風速８29 58.11.3 芦　屋 神船大 水産大 鹿児島大 長崎大 海保大 三重大2,000m 12'09''0 12'09''8 12'22''6 12'02''1 12'09''1 12''11''830 59.10.28 呉 水産大 長崎大 鹿児島大 神船大 三重大 海保大〃 13'42''3 13'52''7 13'59''5 13'45''6 13'58''7 13'55''5

風速　8m/s
風向SW、風速6～７
　　　　　風速5風向Ｗ、風速11



31 60.10.27 吉　見 水産大 長崎大 海保大 神船大 鹿児島大 三重大〃 13'29''2 13'32''0 14'02''3 13'58''2 13'58''2 14'08''832 61.10.26 吉　見 神船大 水産大 海保大 三重大 鹿児島大 長崎大〃 11'36''6 11'51''0 12'07''233 62.10.25 芦　屋 海保大 神船大 鹿児島大 長崎大 三重大 水産大 海技大〃 11'27''9 11'51''0 12'00''5 12'11''6 11'52''8 12'16''4 13'34''034 63.10.23 時　津 海保大 神船大 長崎大 （鹿児島大）〃 12'34''9 12'56''5 13'03''8 12'49''235 1.10.22 呉 海保大 鹿児島大 神船大 水産大 長崎大 （三重大）〃 11'40''0 12'20''0 12'32''0 12'31''6 12'40''2 12'18''836 2.10.21 吉　見 海保大 水産大 神船大 長崎大 三重大 鹿児島大 晴　　　　穏やか〃 11'43''0 12'14''1 12'44''1 12'44''1 12'54''1 13'06''037 3.10.13 芦　屋 海保大 水産大 神船大 三重大 鹿児島大 長崎大 （２校勝抜戦）曇〃 11'42''8 12'20''4 12'44''5 12'55''0 12'30''6 12'36''338 4.10.25 呉 海保大 神船大 水産大 鹿児島大 長崎大 （三重大） 晴〃 12'09''3 12'58''1 13'38''0 13'58''0 14'00''0 13'36''0 風向Ｗ、風速５39 5.10.24 吉　見 海保大 長崎大 水産大 神船大 三重大 鹿児島大 晴〃 12'22''0 13'22''0 13'25''0 14'00''0 14'07''0 14'50''040 6.10.22 時　津 神船大 海保大 水産大 海技大 長崎大 鹿児島大 三重大〃 15'12''5 15'14''0 15'53''0 18'31''5 15'36''8 18'03''2 19'03''041 7.10.28 呉 海保大 水産大 鹿児島大 神船大 三重大 海技大 長崎大〃 12'20'' 12'42'' 13'02'' 13'09'' 12'43'' 14'00'' 14'05''42 8.10.19 時　津 水産大 長崎大 海保大 神船大 三重大 鹿児島大 晴〃 12'17'' 12'42'' 12'56'' 13'15'' 13'36'' 13'38''43 9.10.18 吉　見 海保大 水産大 神船大 長崎大 鹿児島大 海技大 三重大〃 13'43'' 13'47'' 15'18'' 14'59'' 15'48'' 16'26'' 16'42''44 10.10.24 呉 海保大 神船大 水産大 長崎大 鹿児島大 三重大 海技大〃 12'20'' 12'31'' 13'22'' 14'00'' 13'28'' 14'06'' 14'08''45 11.10.23 芦　屋 長崎大 水産大 海保大 神船大 海技大 曇〃 12'16'' 12'20'' 12'25'' 13'05'' 14'32'' 六甲颪　やや強しオープン （三重大） （海保校） （波方海員）14'17'' 14'37'' 15'31''46 12.10.21 時　津 海保大 神船大 長崎大 水産大 鹿児島大 （波方海員）〃 14'28'' 16'55'' 15'10'' 16'33'' 17'56'' 24'16''47 13.10.20 吉　見 海保大 水産大 神船大 長崎大 海技大〃 12'30'' 12'59'' 13'59'' 13'17'' 15'57''オープン （波方海員） （広島専） （三重大）48 14.10.26 芦　屋 海保大 神船大 長崎大 波海短 海技大〃 12'11'' 12'23'' 12'54'' 13'18'' 15'35''（鳥羽専） （広島専） （弓削専） （水産大） （鹿児島大） （三重大）11'57'' 12'31'' 12'26'' 13'17'' 13'54'' 15'52''49 15.10.25 時　津 海保大 長崎大 神船大 海技大 水産大 三重大〃 12'20'' 12'25'' 12'42'' 13'52'' 15'38'' 15'38''50 16.11.3 呉 神戸大 海保大 長崎大 波海短 水産大 （広島専）〃 13'05''38 13'05''51 13'46'' 14'16'' 15'12'' 12'54''51 17.11.3 深　江 長崎大 海保大 神戸大 海保校 波海短 水産大 三重大〃 11'46'' 12'07'' 12'05'' 12'13'' 13'35'' 12'41'' 13'46''（弓削専） （広島専）11'58'' 11'59'52 18.11.3 吉見 水産大 海保大 長崎大 神戸大 波海短12'12''5 12'13''6 12'17''3 12'59''6 13'05''253 19.11.3 呉 海保大 長崎大 神戸大 海技大 水産大 三重大 （広島専）12'57'' 13'09'' 13'17'' 14'28'' 15'28'' 16'44'' 12'49''54 20.11.2 神戸 長崎大 海保大 神戸大 水産大 （京都海洋）12'10″ 13'13'' 13'17'' 14'35'' 13'10'' 13'36'' 17'14''

風向SSE、風速３風向Ｎ、風速3～4風向ＮＷ、風速2～3風向ＮＥ、風力2～4

(広島専） (三重）



女子レース回 年月日 場所・距離 １　位 ２  位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７位 、※ 天候・その他1 11.10.23 芦　屋 東海大 神船大1,000m 8'14'' 9'15''2 12.10.21 時　津 神船大 水産大 三重大 波方海員〃 8'28'' 8'57'' 9'38'' 11'15''3 13.10.20 吉　見 長崎大 水産大 神船大 九看大 三重大〃 7'23'' 8'12'' 9'13'' 9'57'' 10'02''4 14.10.26 芦　屋 海保大 長崎大 神船大 鹿児島大 水産大 九看大 三重大 （東海大）〃 7'11'' 7'31'' 7'46'' 7'51'' 8'01'' 8'13'' 6'34'' 9'23''5 15.10.25 時　津 九看大 神船大 鹿児島大 長崎大 三重大 水産大〃 8'31'' 9'31'' 9'41'' 8'15'' 9'56'' 10'36''6 16.11.3 呉 長崎大 水産大 九看大 鹿児島大〃 8'21'' 8'53'' 9'57'' 11'36''7 17.11.3 深　江 長崎大 海保大 九看大 水産大 海保校〃 6'45'' 7'03'' 7'16'' 7'43'' 7'45''8 18.11.3 吉見 長崎大 九看大 水産大 神戸大〃 7'49''2 8'39''1 9'34''69 19.11.3 呉 水産大 九看大 長崎大 （広島専）〃 7'30'' 7'54'' 7'59'' 8''26''10 20.11.2 神戸 長崎大 水産大 神戸大 九看大 東京海洋 （三重）〃 7'38''55 7'38''69 8'06''61 8'19''21 11'00''11 10'18''48摘　要（ 校名 ）：オープン参加一般出場大学（校） 海技大：海技大学校　　海保大：海上保安大学校　　神船大：神戸商船大学　　水産大：水産大学校長崎大：長崎大学　　鹿児島大：鹿児島大学　　三重大：三重大学　　海保校：海上保安学校波海短：波方海上技術短期大学校　　京都海洋：京都府立海洋高等学校　　東京海洋：東京海洋大学優勝タイムベスト３一般レース1 水産大学校 第２３回 過去優勝回数2 水産大学校 第２４回 （一般レース） （女子レース）3 三重大学 第１１回 海上保安大学校 ３０回長崎大学 ５回神戸商船大学 ９回東海大学 １回女子レース 水産大学校 ９回神戸大学 １回1 長崎大学 第　７回 三重大学 ３回海上保安大学校 １回2 海上保安大学校 第　４回 長崎大学 ３回九州看護福祉大学 １回3 長崎大学 第　３回 水産大学校 １回10分36秒810分45秒811分13秒76分45秒77分11秒7分23秒





レレレレ　　　　ーーーー　　　　スススス　　　　結結結結　　　　果果果果第５５回西日本新人カッター競技大会　　 会場：水産大学校　吉見沖海上天候 風向・風速 波浪時刻 種　目 コース 校　　名 艇 着順 タイム 備考 順位9:00 開　　　　　会　　　　　式110:00 2310:20 12111:00 2311:20 12112:20 23抽　　　選　　・　　昼　　　食　　・　　休　　　憩113:40 23114:30 2315:20 閉　　　　　会　　　　　式
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