第 61 回西日本新人カッター競技大会／第 55 回東日本カッター競技大会 報告
第 61 回西日本新人カッター競技大会は、平成 27 年 10 月 31 日(土)、全日本カッター連盟主催、神戸
大学（総合・西日本）
、東海大学（東日本）の主管により、静岡県立三ヶ日青年の家（静岡県浜松市北区
三ヶ日町都筑 523-1）南面水域で開催された。第 55 回東日本カッター競技大会との同時開催である。
当日早朝の海面は、移動性高気圧に覆われた秋晴れの穏やかな気象状況であった。
（天気図参照）
気象海象: 開会式時(0830 頃) 天候：晴れ時々曇り、気温：15℃、風向：WNW 風速：４m/sec
1330 頃 天候：晴れ
、気温：17℃、風向：WNW 風速：５m/sec

開会式 0830～
競技時間の進行を早めるため、午前８時 25 分～青年の家広場にて開会式を行った。和田章裕実行委
員長の開会宣言に続き、庄司邦昭 連盟会長挨拶、千賀康弘 東海大学海洋学部長挨拶、城田 守 三ヶ
日青年の家所長挨拶、西日本大会の前年度優勝校・神戸大学から優勝杯・優勝旗返還・レプリカ贈呈、
西日本代表（中島佑斗・海技大学校航海科）
・女子チーム代表（鈴木里奈・水産学部水産学科）
・東日
本代表（桑名佳希・東京海洋大学海洋科学部 生物資源学科）の３選手による宣誓を行った。

レース結果
１．西日本・一般・予選第 1 レース 09:15～（09:00）
1 コース 海技大学校
(艇番号) №２ ４位 14’35”15
2 コース 長崎大学
№４ １位 13’05”34
3 コース 京都府立海洋高校
№１ ２位 13’29”03
4 コース 神戸大学
№３ ３位 13’45”35

以下（

）は、計画スタート時刻

２．西日本・女子・予選第 1 レース 09:50～（09:30）
1 コース 鹿児島大学
№１ ２位 9’46”20
2 コース 海上保安大学校
№２ １位 8’23”65
3 コース 神戸大学
№３ ３位 9’52”31
３．東日本・予選・第 1 レース 10:20～（09:55）
1 コース 東京海洋大学海洋科学部 №２
３位 13’07”87
2 コース 日本大学
№１
２位 13’59”74
3 コース 東海大学
№４
１位 13’13”64
４．西日本・女子・予選 第２レース 11:00～（10:25）
1 コース 国立館山海上技術学校 №２
３位 9’51”46
2 コース 東京海洋大学
№１
２位 9’36”18
3 コース 水産大学校
№３
１位 9’09”14

ゴールブイ通過ミス 失格

５．西日本・一般・予選第２レース 11:30～（10:50）
1 コース 鹿児島大学
№１
２位 12’57”65
2 コース 海上保安大学校
№４
１位 12'57"02
3 コース 水産大学校
№３
３位 14’40”39
4 コース 三重大学
№２
４位 16’41”37
６．西日本・女子・予選 第３レース 12:00～（11:20）
1 コース 長崎大学
№１
1 位 9'35"35
2 コース 九州看護福祉大学
№３
2 位 10'23"12
７．東日本・予選・第２レース 12:30～（11:45）
1 コース 防衛大学校
№１ １位 12’56”03
2 コース 東京海洋大学海洋工学部 №３ ２位 13’24”80
3 コース 館山海上技術学校
№４ ３位 14’20”16
８．西日本・一般・敗者復活レース
1 コース 鹿児島大学
2 コース 神戸大学
3 コース 京都府立海洋高校
4 コース 水産大学校

13:10～（12:15）
№２ １位 13’32”58
№４ ２位 14’21”87
№３ ３位 14’51”30
№１ ４位 15’02”17

９．東日本・敗者復活レース 13:45～（12:45）
1 コース 東京海洋大学海洋科学部 №２ １位
2 コース 館山海上技術学校
№４ ４位
3 コース 日本大学
№１ ３位
4 コース 東京海洋大学海洋工学部 №３ ２位

13’52”56
14’59”94
14’35”06
14’06”38

10．西日本・一般・順位決定レース 14:15～（13:40）
1 コース 三重大学
№４ １位 15’25”92
2 コース 海技大学校
№１ ２位 15’39”33
11．西日本・女子・順位決定レース１ 14:50～（13:15）
1 コース 東京海洋大学
№１ １位 タイム計測×
2 コース 九州看護福祉大学
№２ ３位 タイム計測×
3 コース 鹿児島大学
№３ ２位 タイム計測×
12．西日本・一般・決勝レース 15:35～（14:35）
1 コース 長崎大学
№２ ３位 14’23”71
2 コース 鹿児島大学
№１ ２位 13’19”17
3 コース 海上保安大学校
№４ １位 13’01”86
4 コース 神戸大学
№３ ４位 14’25”47
13. 西日本・女子・順位決定レース２ 15:20～（14:10）
1 コース 館山海上技術学校
№１ ２位 8’13”62
2 コース 神戸大学
№３ １位 7’46”54
14．東日本・決勝レース 16:40～（15:30）
1 コース 防衛大学校
№３ １位
2 コース 東海大学
№４ ２位
3 コース 東京海洋大学海洋科学部 №２ ３位
4 コース 東京海洋大学海洋工学部 №１ ４位

13’38”47
13’47”19
13’47”50
14’26”37

15. 西日本・女子・決勝レース２
1 コース 海上保安大学校
2 コース 水産大学校
3 コース 長崎大学

17:00～（15:05） 日没時刻 16:58
№３ １位 6’53”71
№２ ３位 7’29”88
№１ ２位 7’06”48

閉会式 17:25～17:45 日没後のため、青年の家広場に照明器具を配置して開催した。
・成績発表（神戸大学 世良 亘・審判長）
、
・講評・表彰（神戸大学 古莊雅生・大会委員長）
・表彰：“夢があるっていい”賞（青年の家 城田 守・所長）
連盟会議 17:50～18:50（西日本・東日本合同開催）青年の家 第２研修室（２階）
・大会反省、
・次期開催主管校検討（
（案）西日本：水産大学校、東日本：東海大学）
、
・会計報告（決算報告は Web サイトにて報告）
・その他（
“わらの会”皆様への大会運営謝辞）
成績
【西日本】
順位

学 校 名
タイム
備 考
（新人の部）／（総合の部）
優 勝 ／ 優 勝
海上保安大学校
13’01”86
総合の部は、
準優勝 ／ 準優勝
鹿児島大学
13’19”17
決勝レース結果
第３位 ／ 第４位
神戸大学
14’25”47
に基づくタイム順
－ ／ 第３位
長崎大学
14’23”71
第４位 ／ 第５位
京都府立海洋高等学校 14’51”30
敗者復活レース結果
に基づくタイム順
第５位 ／ 第６位
水産大学校
15’02”17
第６位 ／ 第７位
三重大学
15’25”92
順位決定レース結果
に基づくタイム順
第７位 ／ 第８位
海技大学校
15’39”33
【女子】
順位
学 校 名
タイム
備 考
優 勝
海上保安大学校
6’53”71
準優勝
長崎大学
7’06”48
第３位
水産大学校
7’29”88
第４位
東京海洋大学
タイム計測できず
第５位
鹿児島大学
第６位
九州看護福祉大学
“夢があるっていい”賞
第７位
神戸大学
7’46”54
8’13”62
第８位
国立館山海上技術学校
【東日本】
順位

学 校 名

タイム

優 勝
準優勝
第３位
第４位
第５位
第６位

防衛大学校
東海大学
東京海洋大学海洋科学部
東京海洋大学海洋工学部
日本大学
館山海上技術学校

13’38”47
13’47”19
13’47”50

備 考

決勝レース結果に基づくタイム順

14’26”37
14’35”06
14’59”94

敗者復活レース結果に基づくタイム順

◎平成 28 年度 第 60 回記念 全日本カッター競技大会の開催について（予告）
平成 28 年６月４日(土) 静岡県立三か日青年の家
平成 28 年度の全日本カッター競技大会は、競技大会用備品購入、カッター運搬費用等を負担するた
め、連盟費（参加登録費）として男子８万円･女子５万円を徴収する予定。
以上
文責 古莊雅生(全日本カッター連盟 事務局長／神戸大学)
furusho@maritime.kobe-u.ac.jp

