
第 59 回全日本カッター競技大会 報告 

第 59 回全日本カッター競技大会は、平成 27 年６月６日(土)、全日本カッター連盟、防衛大学校、東

京海洋大学の主催により、横須賀市伊勢町海岸沖で開催された。 

当日早朝の伊勢町海岸沖海面は、寒冷前線の通過に伴う強風の影響が残る極めて厳しい海面状況であ

ったが、高気圧の張り出しとともに天候状況の回復を予想し、競技予定を１時間遅らせて実施した。 

 気象海象: 開会式時(0730 頃) 天候：雨のち曇り、  気温：19℃、風向：East 風速：９m/sec 

                 1330頃  天候：曇り時々晴れ、気温：23℃、 風向：NE  風速：２m/sec 

 

開会式 0740～ 

競技開始までの待機時間を利用し、庄司会長をはじめ各校顧問教員による次回以降の開催について検討

し、神戸大学を主管として開催する方針を確認した。 

 

女子第 1レース 0955～ 

1 コース 東京海洋大学工学部             ４位 7’52”74 

2 コース 国立館山海上技術学校           ２位 6’18”94 

3 コース 海上保安大学校                 １位 6’06”74 

4 コース 九州看護福祉大学               ３位 7’19”09 

 

第 1レース 1010～ 

1 コース 防衛大学校      (艇番号) №11 １位 11’34”71 

2 コース 東海大学                №12 ３位 15’35”12 

3 コース 神戸大学                №23 ２位 14’06”74 

4 コース 三重大学                №24 ４位 20’16”46 

 

第 2レース 1035～ 

1 コース 東京海洋大学海洋科学部 №31 １位 11’48”06 

2 コース 海上保安大学校         №32 ２位 11’57”88 

3 コース 京都海洋高等学校       №42 ３位 14’02”87 

4 コース 日本大学               №43 ４位 14’28”41 

 

第 3レース 1120～ 

1 コース 東京海洋大学海洋工学部 №12 ２位 12’31”05 

2 コース 鹿児島大学       №23  １位 11’45”95 

3 コース 水産大学校           №24 ３位 13’08”16 

 

女子第 2レース 1155～ 

1 コース 水産大学校          ４位 7’42”86 

2 コース 神戸大学                     ２位 6’56”95 

3 コース 東海大学                    ３位 7’07”26 

4 コース 鹿児島大学                   １位 6’56”20 

 



敗者復活レース 1330～ 

1 コース 海上保安大学校         №43 失格 (フライング) 10’53”31 

2 コース 東京海洋大学海洋工学部 №12 １位 11’44”43 

3 コース 神戸大学               №11 失格 (フライング) 11’43”76  

 

女子決勝レース 1500～ 

1 コース 海上保安大学校               ３位 7’11”27 

2 コース 鹿児島大学                    ４位 7’42”07 

3 コース 国立館山海上技術学校      優勝 6’46”83 

4 コース 神戸大学                    準優勝 6’54”11 

 

決勝レース 1530～ 

1 コース 東京海洋大学海洋科学部   準優勝 11’15”80 

2 コース 鹿児島大学                 ３位 11’35”08 

3 コース 東京海洋大学海洋工学部     ４位 12’10”37 

4 コース 防衛大学校              優勝 10’56”47 

 

閉会式   1640～1710 

連盟会議  1715～1800 

 

総合成績 

【一般の部】 

順位 学 校 名 タイム 備 考 

優勝 防衛大学校 10’56”47 

決勝レース結果に基づくタイム順 
準優勝 東京海洋大学海洋科学部 11’15”80 

第３位 鹿児島大学 11’35”08 

第４位 東京海洋大学海洋工学部 12’10”37 

第５位 海上保安大学校 10’53”31 敗者復活 フライング 失格 

第６位 神戸大学 11’43”76 敗者復活 フライング 失格 

第７位 水産大学校 13’08”16 

順位決定レースは実施しなかったので、 

予選レース結果に基づくタイム順。 

第８位 京都府立海洋高等学校 14’02”87 

第９位 日本大学 14’28”41 

第 10位 東海大学 15’35”12 

第 11位 三重大学 20’16”46 

【女子の部】 

順位 学 校 名 タイム 備 考 

優勝 国立館山海上技術学校 6’46”83 

決勝レース結果に基づくタイム順 
準優勝 神戸大学 6’54”11 

第３位 海上保安大学校 7’11”27 

第４位 鹿児島大学 7’42”07 

第５位 東海大学 7’07”26 

順位決定レースは実施しなかったので、 

予選レース結果に基づくタイム順 

第６位 九州看護福祉大学 7’19”09 

第７位 水産大学校 7’42”86 

第８位 東京海洋大学工学部 7’52”74 

◎平成 28年度 第 60回記念 全日本カッター競技大会 

平成 28 年５月 28日(土)  静岡県立三か日青年の家 http://www.mikkabi-mfp.jp/ 

平成２８年度の全日本カッター連盟費は、オール折損費用を負担するため、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) 

http://www.mikkabi-mfp.jp/

