
第29回

全日本カッター

競技大会

日　時　昭和60年5月19日(日) (雨天決行)

AMIO:00-PM4:30　決勝　PM3: 00-

会　場　荒川放水路河口

夢の島15号埋立地沖

主　催　全日本カッター連盟

後　援　日本放送協会･デイリースポーツ･江東区

主　管　東　京　商　船　大　学



第29回　　全日本カッター競技大会

(1

し､ノ

o　主　　　催
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0　日　　　時

o　場　　　所

o　参　加　校

o　会議日程

全日本カッター連盟

東京商船大学

昭和60年5月19日(日) 10:00-16:00(雨天決行)

東京15号埋立地沖

海技大学校

海上保安大学校

鹿児島大学

神奈川歯科大学

神戸商船大学

水産大学校

電気通信大学

東　海　大　学

東京水産大学

長　崎　大　学

日　本　大　学

防衛大学校

三　重　大　学

東京商船大学

(1)主将会議

日　時　5月18日(土)

15:00　- 17:00

場　所　東京商船大学

85周年記念会館

出席者　参加各校主将

及び主務
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(2)連盟会議

日　時　5月19日(日)

16:30　- 18:30

場　所　東京商船大学

85周年記念会館

出席者　各校顧問教官

及び代表学生2名



第29回　全日本カッター

競技大会を迎えて

東京商船大学長　鞠　谷　宏　士

十分に水をつかんで境うオール/　一糸乱れぬオールさばき/　船と人とが一体に

なって白波を蹴立てて進むカッター/

この躍動感･リズム感が漕ぐ人をまた見る人を酔わせます｡これがカッターの醍醐

味だと思います｡

若葉萌え､海風が心地よく吹き渡る爽かな季節に､全国各地の海に連る大学の学生

諸君がこの夢の島に集い､カッター競技を通じて､日頃の猛練習の成果を競い､連帯

を確め合うことができることは､誠に意義深いことで､心から諸君を歓迎します｡

どうか､ "全力を出しきった〝といえる､悔の残らないゲームをして下さい｡それ

があってはじめて互に健斗を讃え合い､友情を築き合えると思います｡また日本で唯

一のこのカッター競技が今後益々発展して行くことにつながるでしょう｡

終りに､本大会に御協力､御支援を賜わりました関係各位に深く感謝します｡

昭和60年　5　月
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大

会　　　長

副　会　長

役.　員

審　判　長

実行委員長

副委員長

委　　　員

東京商船大学　　学　　長

東京商船大学　　学生部長

海技大学校

海上保安大学校

鹿児島大学

神奈川歯科大学

神戸商船大学

水産大学校

電気通信大学

東　海　大　学

東京水産大学

長　崎　大　学

日　本　大　学

防衛大学校

三　重　大　学

東京商船大学

東京商船大学

大 香 負

4年航海学科　　土　橋　一　浩

3年機関学科　　笹　本　　　新

東京商船大学カッター部員
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海　技　大　学　校

氏名 几�ｧyD��身長(C7n) ��ﾈ��r��出身較 偬��xﾊr�

主将 �68ﾋIy�｢�特修航海1 ��cR�65 �>ﾈ琶���愛媛 

副将 儼ﾈ�8ﾊｨ���′′ ��sR�76 ����鹿児島 

主務 �)YIk餤b�本科機関2 ��c"�62 �i��8y�X蜥�愛媛 

艇指揮 �)YIk餤b�〟 ��c"�62 ��ﾈ�ﾂ�′′ 

艇長 �68ﾋIy�｢�特修航海1 ��cR�65 �>ﾈ琶���愛媛 

1 ��Hﾌｹ�ﾙTb�′′ ��cr�69 佰ｹEi,2�長崎 

2 �(8��ﾉ9&ﾒ�〟 ��s��73 俾ﾘ髯8y�X蜥�鹿児島 

3 冢ﾈ��ｨﾖﾂﾒ�′′ ��s��86 儖i;��広島 

4 儼ﾈ�8ﾊｨ���′′ ��sR�76 ����鹿児島 

5 ��I:��8ｫ��′′ ��sr�83 僥y_ｲ�愛媛 

6 �6饐9?���′′ ��cr�59 佰ｹEi,2�長崎 

7 兌ﾙ�ﾈ汯ﾎ��〟 ��s2�70 ��YZｩ�X蜥�大分 

8 �ﾘﾘyW碓ﾉ���本科航海2 ��s"�62 丶8ｵｩ�R�兵庫 

9 傴ﾉgｹ|y?��特修機関1 ��sR�76 倬�8r�岡山 

10 倅�冤��特修航海1 ��s��70 傅ﾉ$ﾒ�北海道 

ll ��ｨ�8ｶ�ｿ��′′ ��s��63 佰ｹEi,2�長崎 

12 仞��做yk��′′ ��sR�75 �ｹ>｢�沖縄 

捕 傅ﾈｷi]ｹuI���/′ ��s��57 倬�8r�岡山 

捕 �(i[ﾙ�ﾈﾜb�′′ ��c��55 �>ﾈ琶���愛媛 

捕 冤駑�)ｲ�′′ ��sB�69 �+xﾞ��X蜥�長崎 

捕 �>��(､9&｢�本科航海1 ��sr�70 儘ﾉ8xⅹ�B�広島 

海上保安大学校

氏名 几�ｧyD��身長(a) ��ﾈ��r��出身較 偬��xﾊr�

主将 傴ﾉiiY�譴�4年1群 ��c��68 �H圸8ﾂ�宮崎 

副将 ��ｩF顆��3年1群 ��sB�62 ��962�長野 

主務 亳x侭{Inr�4年3群 ��cB�65 俘)&ﾒ�高知 

艇指揮 傴ﾉiiY�譴�4年1群 ��c��68 �H圸8ﾂ�宮崎 

艇長 �5i$8ﾔ�?��2年 ��cB�56 ���W�>ﾂ�岡山 

1 兀�68ﾏii｢�3年1群 ��c��64 俐��怨r�熊本 

2 仭�,8ﾉ(爾�3年 ��cR�551 俾ﾘ髯8y(h甸�鹿児島 

3 估�ﾏh��2年 ��cr�58 仂ｩkﾂ�熊本 

4 亳x侭{Inr�4年3群 ��cB�65 俘)&ﾒ�高知 

5 侏I68�^B�3年1群 ��c��-61 儘ﾉ8x､h���広島 

6 儖hﾞ羽韭��3年2群 ��cR�62 ��Y�｢�長崎 

7 ��ｩF顆��3年1群 ��sB�62 ��962�長野 

8 估�8xﾔｹ?��4年2群 ��c��73 仞��(ﾟxｷR�石川 

9 冢ﾈｭI�I{"�4年1群 ��s"�67 儘ﾉ8x皐ﾏｲ�広島 

10 ��ｩ68ﾈ��2年 ��s��68 �(ｯ"�島根 

ll 亶ｹgｹ�ﾉ?��2年 ��cb�59 ��eｲ�千葉 

12 ��9�ｩ�x���2年 ��cr�58 �-�ｲ�鹿児島 
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鹿　児　島　大　学

氏名 几�ｧyD��身長(C7n) ��ﾈ��r��出身較 偬��xﾊr�

主将 ��Y�霹�ｩ��水産3 ��s��63 俚)�)]ｹfｲ�長崎 

副将 �,Y,9�"�水産2 �����109 ��ﾌ8�2�広島 

主務 兀�8xﾊｹ?��水産2 ��s��65 佛8�"�奈良 

艇指揮 �?ｩnﾈﾕ�｢�食糧3 ��sB�62 ��YZｨ�9nﾈ5�ｷR�大分 

艇長 ���68ﾄ��航海3 ���2�63 兔ｩWｹ-��5�ｷR�大分 

1 ��Y69�8���水産2 ��s��68 估igｹ�X蜥�熊本 

2 ����(ﾜb�水産2 ��s2�65 �偖x���鹿児島 

3 ��8ﾋHﾊH爾�化学3 ��cR�60 ��Y�｢�長崎 

4 侘9�ﾈﾏh自��水産2 ��sR�75 俾ﾘ髯8y(h甸�鹿児島 

5 �'ﾉEi>�vﾘ自��水産3 ��ッ�66 ��YZｨ�9nﾈ5�ｷR�大分 

6 �.y�ﾙ?��環境3 ��cR�63 ��YZｨ�9nﾈ5�ｷR�大分 

7 �ｩgｸ蒴[ﾒ�増殖3 ��sb�75 �8�ﾚｨ�"�大阪 

8 傴ﾉgｹ$9��水産3 ��sR�63 �(ｯ)�X蜥�島根 

9 ��Y�霹�ｩ��水産3 ��s��63 俚)�)]ｹfｲ�長崎 

10 �ｩ�ﾉ'��水産3 ��s��70 俚)Hﾉ-����大分 

ll 俥)8ﾉ��&ﾒ�航海3 ��c��60 俘)>r�宮崎 

12 ��:��裵�食糧3 ��3b�42 ��eｹ�X蜥�千葉 

捕 伜)nﾉ�x��水産2 ��s��62 仗�ﾕﾙ���鹿児島 

〟 �+ﾉ|y?��水産2. ��c��63 �;�i8r�鹿児島 

神奈川歯科大学

氏名 几�ｧyD��身長(a) ��ﾈ��r��出身較 偬��xﾊr�

主将 亳Y69�y�b�歯学科5 ��s2�68 �?ｩ�X蕀8r�静岡 

副将 ��ｸﾋH葈���〟5 ��s"�68 傅ﾈ�)�B�東京 

主務 們),ｹ��k��〝5 �����70 倡9�ﾈｧx���東京 

艇指揮 亳Y69�y�b�〝5 ��s2�68 �?ｩ�X蕀8r�静岡 

艇長 凩�68ｮﾉy��ﾂ�〝4 ��s2�85 傴ﾉw｢�神奈川 

1 兌ﾙnﾈ��〝5 ��s��70 ��Y68ﾋB�栃木 

2 ��ﾉ�ｩ{)Eb�〝5 售�c��65 仞��"�神奈川 

3 �'ﾈﾙ�ｹW��〝2 ��s��61 �79zy�I�2�東京 

4 冏�>�ﾔh��〝2 ��sB�65 冉ｹzB�福井 

5 �偖x��呵犬�〝3 �8cs��70 估igｸ7ﾘ8ｨ5�6r�鹿児島 

6 俚):�ﾔr�〝3 ��sb�62 俯Yz(*ｩVﾂ�岩手 

7 ��侏H葈���〝5 ��s"�68 傅ﾈ�)�B�東京 

8 們),ｹ��k��〝5 �����70 倡9�ﾈｧx���東京 

9 �Inﾉ'��〝3 ��s��65 做yk隗x���東京 

10 亳x圸Y�譴�〝2 ��c��63 �?ｩ�Rﾒ�埼玉 

ll �)�ﾈ�2�〝3 ��cB�59 仂ｹ_ﾂ�埼玉 

12 ��Hﾘﾈﾏr�"3 ��c��61 俟)Wｲﾒ�山梨 

捕 乂�68ﾕr�〝1 ��s��74 侈yzyhｩ��｢�神奈川 

捕 僣ｸﾋI59nr�〝1 ��s��57 侈yzy��nﾂ�神奈川 

捕 ����ｩ�X樞�〝1 ��s��70 �?ｩ�Y-�9hｷR�東京 



神戸商船大学

氏名 几�ｧyD��身長(cm) ��ﾈ��r��出身較 偬��xﾊr�

主将 冢ﾈﾊ伜)<H躋�原子動力4 ��s2�68 ��hｷｲ�福岡 

副将 ��掩Yy�9ﾒ�機関4 ��コ�80 �8ﾉ>R�兵庫 

主務 伜(ﾏｸ椹Eb�航海4 ��cr�57 ��ｹ,2�大阪 

艇指揮 冢ﾈﾊ伜)<H躋�原子動力4 ��s2�68 ��hｷｲ�福岡 

艇長 估i����航海4 ��sB�62 冉ｹ�ﾙh��東京 

1 伜)��ﾘ謦�航海3 ��c��68 俥9>ﾂ�大阪 

2 伜(岑ﾏr�機関3 ��sb�63 俑����ﾂ�愛媛 

3 �.xｶ����航海2 ��s��72 兀��YWI�Xﾘ｢�福岡 

4 儼ﾈﾏｸﾊｩ?��航海3 ��sR�68 �+xﾞ映ｲ�長崎 

5 �'ﾉ(h��甸�航海3 ��s��72 俘),�>ﾂ�大阪 

6 俚)�ﾉu儺b�航海3 ��sB�72 冩(���B�千葉 

7 伜)gｸﾔiEb�航海4 ��sb�70 儻�69}��大阪 

8 ��掩Yy�9ﾒ�機関4 ��コ�80 �8ﾉ>R�兵庫 

9 ��ﾉ�ｩW��2�機関3 ��sb�69 儷�ч>ﾂ�兵庫 

10 們I68枻�機関2 ��s��70 �+xﾞ映ｲ�長崎 

ll 兀�69uB�機関3 ��s"�62 �陂��兵庫 

12 偬Iz�ｨ裵�機関3 ��c��61 ���)62�鹿児島 

捕 俑�圷ﾔｸ謦�機関2 ��s2�66 �ﾙ>ﾂ�大阪 

′′ 俑�皐�?��機関3 ��s��74 �8x�2�大阪 

水　産　大　学　校

氏名 几�ｧyD��身長(cm) ��ﾈ��r��出身較 偬��xﾊr�

主将 僥鞁驢�ﾔｲ�機関3 ��s��62 價ｩJb�福岡 

副将 佩9:�|x爾�製造3 �����74 ��YZｩ-���大分 

主務 ��I:�ﾘ"�漁業3 ��sB�63 �ﾈﾄR�東京 

艇指揮 ���ｨ�8爾�製造3 ��sb�70 俥I8ﾂ�大阪 

艇長 儖hﾞ掩��ﾂ�漁業3 �����74 佻ﾉ|ﾈ5��B�神奈川 

1 侘9�ﾈﾘ(ﾔﾂ�機関2 ��s��65 俘)>r�宮崎 

2 俥�,8ﾕ�"�機関3 ��cR�56 兀�ｩ�X蜥�福岡 

3 佩9:�|x爾�製造3 �����74 ��YZｩ-���大分 

4 倅�佝(樞�機関2 ��sB�64 倅Ig��ﾂ�北海道 

5 �'ﾉ>�����漁業3 �����75 估igｹ�ﾂ�熊本 

6 ��ｹnﾈ毎蕀��漁業2 ��sb�75 俘���兵庫 

7 ���ﾉ{Iu��機関3 ��sR�76 �8ﾉ>R�兵庫 

8 俘)69l靫��増殖3 ��sr�80 倚y,ｲ�大阪 

9 弍x�(楨�ﾂ�製造2 ��sb�75 亶ｲ�愛知 

10 �,969�俾��漁業2 ��sb�74 �;�8x�9zr�徳島 

ll �(i�ｩJ2�機関4 ��s2�60 僞ﾉ�i�X蜥�新潟 

12 僥鞁驢�ﾔｲ�機関3 ��s��62 價ｩJb�福岡 
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電気通信大学

氏名 几�ｧyD��身長(α) ��ﾈ��r��出身校 偬��xﾊr�

主将 偃��i�ﾉ&｢�電波通信3 ��s��55 倡89iOb�神奈川 

副将 凭冦姥域ﾙu��電子工学3 ��s��60 傅ﾉ[ﾙ�ﾂ�東京 

主務 �駢H���電波通信3 ��cR�70 ��隱｢�宮城 

艇指揮 偃��i�ﾉ&｢�電波通信3 ��s��55 倡89iOb�神奈川 

艇長 ��ﾉgｸﾔ鞅2�電波通信3 ��s��55 ��Y8y>ﾂ�東革 

1 �儖h��ｶ��電波情報2 ��sR�63 �8ﾈﾔ��YXﾙ���東京 

2 �駢H���電波通信3 ��cR�70 ��隱｢�宮城 

3 �+y$ｩ�ﾈ�2�電波情報1 ��cR�60 冤r�東京 

4 凭��X�?��電子通信1 ��c��55 �伜"�東京 

5 �6饐8魔�電波情報2 �����65 亶iz�I�ﾂ�東京 

6 ��ﾈｭﾘﾊｸ爾�情報処理1 ��s��60 ���I8ﾂ�群馬 

7 亳y68ｶ�k��情報処理2 ��sR�65 倡YWｨ躋�鹿児島 

8 ��X�ｩi��驟��電波情報1 ��sR�60 侘9�ﾂ�宮城 

.9 凭冦姥域ﾙu��電子工学3 ��s��60 傅ﾉ[ﾙ�ﾂ�東京 

_10 冢ﾉцﾔｸﾔ��電波通信3 ��c��68 ��62�神奈川 

ll ���Hﾉ"�電波情報2 ��s"�58 儷�ч8ﾂ�兵庫 

12 �>ﾈ抱ﾔxﾗ2�電子工学3 ��s"�67 ��hｨ9�ﾂ�新潟 

捕 ����ﾈﾉ(爾�通信機械4 ��sB�,62 ′ 傅ﾉkﾉVﾉ�X蜥�福_島 

.捕 �(hﾋH���通信工学4 ��s��68 侘ｹ���神奈川 

捕 傅ﾉ}�蒴k��通信工学4 ��cb�55ー �伜"�東京 

東海大学　海洋学部

氏名 几�ｧyD��身長(C7n) ��ﾈ��r��出身較 偬��xﾊr�

主将 俾ﾙ8y�兩B�航海工学4 ��c2�56 仂ｩ�ﾈｧx���神奈川 

副将 俘(ｻH�&｢�水産増殖4 ��cr�60 ��eｹ�X蜥�千葉 

主務 凩��k��海洋工木3 ��s2�67 �8ﾈ､9�Y�ｩlﾒ�神奈川 

艇指捧 俘(ｻH�&｢�水産増殖4 ��cr�60 ��eｹ�X蜥�千葉 

艇長 偃�}�ﾋ8謦�航海工学4 ��cR�58 �8ﾈ､9�Y�ｩlﾒ�神奈川 

1 倅�刎�ﾕ��航海工学4 ��s��62 ��hｨ9�bﾒ�新潟 

2 伜)68ﾕ�ﾂ�海洋工学3 ��s��68 倡8圓�大阪 

3 俾ﾙ8y�兩B�航海工学4 ��c2�5.6 仂ｩ�ﾈｧx���神奈川 

4 ��:�g(ﾔ��航海工学3 ��c��65 估ｹkﾉfｲ�三重 

5 �+y$ｩ�ﾉ$9u��海洋科学3 ��s��69 �69�｢�福島 

6 ��Y����Eb�航海工学4 ��s��60 偸��Hｧx���東京 

7 ��969�8譴�海洋科学4 �����72 �)ikﾉ�ﾂ�兵庫 

8 凩��k��海洋工木3 ��s2�67 �8ﾈ､9�Y�ｩlﾒ�神奈川 

9 侏9nﾉH饉b�航海工学3 �����75 ����俘"�愛知 

10 亳x迄��船舶工学2 ��c��60 �?(ﾞ��兵庫 

ll 儼ﾉ68ｴﾘ謦�航海工学3 ��sR�65 傅ﾈ鉑8r�徳島 

12 ��9�ｩH�;��海洋工学3 ��s"�68 倅���X蜥�神奈川 

棉 乂y69di�ﾒ�航海工学2 ��cr�63 ��IYr�奈良 

〟 俘)8y'��航海工学4 ��cB�57 ���ｩwB�神奈川 
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東京水産大学

氏名 ��ｨｧyD��身長(cm) ��ﾈ��r��出身較 偬��xﾊr�

主将 �(i�ﾈｫ�[b�漁生4 ��c��65 囘ﾈ圓�兵庫 

副将 ���68蒴���漁工4 ��緞C2�61 �����三重 

主務 伜(ﾏｹjｸ��漁生4 ��c��60 ��y���福岡 

艇指揮 ��Y�ｨ葈ﾜb�漁工4 ��s"�70 ��Vﾉ[ﾘ���神奈川 

艇長 伜(ﾏｹjｸ��漁生4 ��c��60 ��x壺�福岡 

1 �9:�tﾂ�食工2 �����75 ���>ﾂ�福岡 

2 傴ﾉiidh���食工3 ��sb�72 ��ﾌ9�ﾉ8ﾂ�兵庫 

3 傅ﾉ]ｹ_ｸﾘb�養殖3 ��s"�65 ��韃"�滋賀 

4 �$ｩ>�y胤｢�漁工4 ��s2�73 ��ﾘｨｩfｲ�愛知 

5 �(i�ﾈｫ�[b�漁生4 ��c��65 囘ﾈ圓�兵庫 

6 �:�nﾉ4驗��養殖3 ��sB�69 凛xｻ8��ﾙ�ｧx���東京 
~7 �$8ﾌ掩�ｶ��食生3 ��sR�77 冰ｹwｨｷR�大阪 

8 �(i¥ｩWｸ��ﾔ��食生4 ��sb�72 ���W�>ﾂ�岡山 

9 ��9y為ﾈ躡��食工4 ��s"�68 俾ﾘ���栃木 

10 �;�H椹Tb�海工3 ��sr�72 冩(���B�千葉 

ll 几Ii�+ﾈｴ��養殖3 ��c��62 俘(鉑�ﾂ�香川 

12 ���68蒴���海工4 ��c2�61 �����三重 

捕 �i�ｩ+ﾉ�ﾂ�海工2 ��s"�62 俘(躋�福井 

捕 �ｩnﾈ��養殖2 ��sR�70 亶iOﾉVﾂ�京都 

日　本　大　学

氏名 几�ｧyD��身長(cwl) ��ﾈ��r��出身較 偬��xﾊr�

主将 �?��ﾉ=b�拓殖4 ��s2�70 ���w��山口 

副将 儻慰曳ｸｮ����農4 ��c"�54 傴ｩ���愛知 

主務 俚(ｻHﾔi5B�水産4 ��sB��65 冖ﾈﾌ8夐�ﾂ�愛知 

艇指揮 儻慰曳ｸｮ����農4 ��c"�54 傴ｩ���愛知 

艇長 兀�皐�ｴｲ�農4 ��cr�58 �+ynﾉ(h甸�長野 

1 �闔Hﾘ駝��農芸化2 ��s��65 傅ﾉ[ﾙ�ﾂ�東京 

2 俚(ｻHﾔi5B�水産4 ��sB�65 冖ﾈﾌ8夐�ﾂ�愛知 

3 價�ﾞ疫冰2�食品経済3 ��cr�65 �Hｪｩfｲ�岩手 

4 倅�几"�食品工3 ��sB�70 價ｨﾌｹfｲ�青森 

5 僭xﾌｸｦ���水産2 �����66 佩��広島 

6 侘9$ｩ�ﾒ�農2 ��s2�72 �?ｩ�YE�"�東京 

7 �:�69�ﾘ躋�水産4 ��cB�58 儻ｹ(i�ﾂ�東京 

8 �?��ﾉ=b�拓殖4 ��s2�70 ���ｶb�山口 

9 仞�8�5IEb�農3 ��s"�69 儻�｢�群馬 

10 ��)m蔭b�畜産2 ��s��60 偸I?ｨ鯖�ﾂ�愛知 

ll 伜(�8�8ﾔb�拓殖3 ��cr�60 傅ﾉ��8ﾂ�福岡 

12 �$ｨﾏｸ楮裵�農4 ��c��55 ��ｹh�8ﾂ�神戸 

捕. ��亥)�h爾�食品経済3 ��s��72 �刎��9zr�埼玉 

〟 ��葦i{8謦�水産2 ��s��85 �?ｩ�Rﾒ�東京 

〟 ��ﾉ>��蔗�農業工2 ��cr�58 ��X･��岐阜 

〟 俚):�ｵ�Eb�食品工2 ��c��72 ��ywI?ｩ�Rﾒ�千葉 
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防　衛　大　学　校

氏名 几�ｧyD��身長(cn) ��ﾈ��r��出身較 偬��xﾊr�

主将 ��YKｸ��Eb�機械4 ��c��60 �;�"�山口 

副将 �(hｩ宛�Eb�電気4 ��sB�64 ���)62�鹿児島 

主務 傅ﾉ�ﾉdik��機械4 ��s"�64 兀��b�福井 

艇指揮 ��YKｸ��Eb�機械4 ��c��60 �;�"�山口 

艇長 ��靈Hﾕ�?��機械4 ��cR�60 �78���ﾂ�宮崎 

1 侏儘���機械3 ��sB�68 俚)���千葉 

2 冓霪YtB�航工4 ��cr�60 �78���ﾂ�鹿児島 

3 ��ﾉ%ｹ{(躋�電気4 ��s2�69 僮(嘯�東京 

4 亳xﾔ���機械4 ��cr�59 亶ｸﾞ��ﾂ�宮崎 

5 �(hｩ宛�Eb�電気4 ��sB�64 ���)62�鹿児島 

6 �'ﾉ>��2�機械4 ��s��65 仂ｸ省ｧx���東京 

7 ��ﾈﾞ��vﾒ�電気3 �����72 冦I�i>ﾈ5�ｷR�北海道 

8 凭冦��韆��土木3 ��s2�78 凅ﾉ>ﾂ�滋賀 

9 伜)>�ﾔ韆��航工2 ��s��65 ��Xﾘ｢�福岡 

10 ��Y�ｩ?���機械4 ��sb�66 ��ﾌ9�ﾉ8ﾂ�兵庫 

ll ��ｹ$ｨ�ﾘ蕀��電気3 ��cB�62 �+h���千葉 

12 俔ﾘ揄l��電気4 ��c��61 ��X��魎�岡山 

捕 俚):�thﾏ｢�電気3 ��s2�66 僵YOb�兵庫 
〟 ��ﾉgｹyﾒ�2 ��c��72 倅Ig�霍R�北海道 

〟 ��I��Wb�2 ��s"�68 �'�ﾅ�ｧx���奈良 

重　大　学

氏名 几�ｧyD��身長(cm) ��ﾈ��r��出身較 偬��xﾊr�

主将 ��:�ｶ����水産.海洋生 産コース3 ��sr�67 冉ｲ�愛知 

副将 �)&ﾙ{"�水産.食糧コ ース3 ��s��72 �+xｷh薰�愛知 

艇指揮 ��:�'X���水産.海洋生 産コ■3 ��sr�67 冉ｲ�愛知 

艇長 �(i8rﾘ����!水産.食糧コ ース3 ��s2�68 俑�ｷｲ�大阪 

1 儼ﾉ&��教育.技術2 �����66 �h���)62�三重 

2 佶X�)�ﾈ���教育.社会3 ��s��60 �����三重 

3 伜)68ﾔr�水産.食糧コ ース3 ��s��65 弍(�"�岐山 

4 倩X鯖�ﾈ樞�水産.食糧コ 3 哀歪.海洋生 産コース3 ��s��60 冦Inﾂ�京都 

5 �(i�ﾈﾕ��ﾂ���s��57 儷位��富山 

6 倡9�ﾈ��工.機械3 ��c��62 囘ﾉ69>ﾂ�愛知 

7 �)&ﾙ{"�水産.海洋生 産コース3 ��s��78 �+xｷh薰�愛知 

8 儖969<H謦�水産.海洋生 産コ-ス3 ��s"�69 亊i�ﾉ�Y���大阪 

9 亳y68ﾘB�教育.技術3 ��sb�72 俶ﾉ?ｨ�2�三重 

10 ��8皐ｶy[b�水産.海洋生 産コース3 ��s2�70 �����愛知 

ll �$ｨﾏｸ����水産.海洋生 粟屋二品洋量 産コース3 ��c��55 俟8ｧxｭ��三重 

12 傅ﾉ')+ﾈ����c��58 冉ｲ�愛知 
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長　崎　大　学

氏名 几�ｧyD��身長(cm) ��ﾈ��r��出身較 偬��xﾊr�

主将 �;��+ﾉnr�漁業科学4 ��sr�65 亶iz�B�福岡 

副将 兀�69{(ﾔ��食糧科学4 ��c��55 俚)�)]ｹfｲ�長崎 

主務 亊ｸ�(�8謦�水産学科2 ��s��70 ��YZｩ-���大分 

艇指揮 俘)m�4��食糧科学4 ��sR�72 仂ｩkﾂ�熊本 

艇長 儼ﾈﾞ羽韵r�水産学科2 ��c��62 �+xﾞ��X耳蜥�長崎 

1 冦�ｩ�靜��漁業科学4 ��s��82- 亊����長崎 

2 �H�8楮ﾔﾂ�水産学科2 ��cR�75 俯ｨﾌｹji�X蜥�高知 

3. ��ｸ皐楮��水産学科2 �����69 �+xﾞ��ﾂ�長崎 

4. 亊ｸ�(�8謦�水産学科2 ��s��70 ��YZｩ-���木分 

5l �����餔"ﾙ8��水産学科2 ��s��-'79 伜(ﾏｹ�X蜥�山口 

6二 �;��+ﾉnr�漁業科学4 ��sr�65. 亶iz�B�福岡 

7 冏��慰��漁業科学4 ��cR�56 �+xﾞ映ｲ�長崎 

8 凛)�ﾈｫ��ﾂ�食糧科学4 ��sr�75 �+xﾞ映ｲ�長崎 

9 傅ﾉ�ｨ自;��水産学科2 ��cb�67 儖h數fｲ�広島 

10 ��69�驟��水産学科2 ��sb�･73_ �+xﾞ映ｲ�長崎 

ll 兀�69{(ﾔ��食糧科学4 ��c��55__ 俚)�)]ｹfｲ�長崎 

12 亶ｹ�ﾉ�ﾉnr�食糧科学3 ��s"�-.69_ �+xﾞにfｲ�長,-崎 

東京商船大学

氏名 几�ｧyD��身長(C7n) 冏ｸ��r��出身較 偬��xﾊr�

主将 �69]9l韵r�航海4 ��sX���:70 ��inﾂ�大阪 

副将 �Hﾌｹ�B�運送4 ��s"�72 �i��8y8ﾂ�愛媛 

主務 �7仆H耳ﾕ��航海4 ��sR�-68 兀��b�福井 

艇指揮 �69]9l隕B�航海4 ��sR�70 ��inﾂ�大阪 

艇長 冲ﾉ�ｨ瑚ﾕ��運送3 ��sB�69 �8�5H�ｸ8ｲ�鹿児島 

1 �'ﾉ>�ﾕx���航海2 ��s"�75 囘ﾈｻI>ﾂ�愛知 

2 �Hﾌｹ�B�運送4 ��s"�72 �i��8y8ﾂ�愛媛 

3 冦�69{｢�航海4 ��s��■65 ��HｻB�千葉 

4 �(b��ｩ[h���機関3 ��c��.72_ 丿Yk�ﾋB�岐阜 

5 儘ﾉnﾈﾔ饉ﾒ�航海3 ��s2�78 ��I�隗x���茨城 

6 傴ﾉ8嬰ﾂ��機関2 �����78 �ｨ鈐�山口 

7 �i�)�x蔗�航海4 痴�sR�80 �:�釖8ﾂ�静岡 

8 �(i�ﾈ�ﾌ��航海3 ��s"�77■ 囘ﾈ圓�兵庫 

9 �俥位H樞�航海3 ��sb�73 俔ﾘ自fｲ�東京 

10 ���5�ﾕﾘ�爾�航海2 ��sB�.75 兀�｢�福岡 

ll 傴ﾈﾞ鵜ﾘﾗ2�機関4 ��s��78 �<�ﾉg�8ﾂ�北海道 

12. 亊ｸ�)Y�Tb�航海4 ��s"�68 乖��Y>ﾂ�静岡 

捕 ��ywHﾋ2��航海3 ��s2�76 傅ﾉ���ﾂ�東京 

補白尾貴洋..機関317268高鍋宮崎 
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レースの手引

本大会に使用される艇は長さ9m12人漕ぎのカッターである｡救命艇として使用されるものであるが､一般

のそれは楢般同型であるのに対し､髄を切落して外観は普通の舟艇と変わりない｡艇はF.R.P製で､オー

ル12本(各々長さ約4.37花､握りの直径7.6C臥重さ10ないし15kgである)マスト､セール等の嬢装品を備え

帆走も可能である｡漕手はCrewと呼ばれ､艇尾より艇首に向かって､右側の者が1番､同じく左側の者が2

番､以下交互に3 ･ 4-11･12番と続き､ 1 ･ 2番をBowmen､ 11･12番をStrokemenと称している｡

strokemenは擁清のピッチを加減する任務を持つ｡艇尾で舵を握るのが艇長で指拝号令をか研旨揮するのが

艇指揮である｡艇指拝は艇のすべての指揮を行ない船長に相当する｡

レース距離は折返し2.000mの直線コースで行なう.各艇の艇首が一直線に並んだ時､号砲の信号をもって

スタ-トし､スタートラインより1.000mの所に設置された各コースごとの回頭旗を､艇をこれに接触させず

に左回り(反時計回り)に回頭して帰ってくる.即ちスタートラインがそのままゴールラインでゴールは艇首

がゴールラインに達した時とする｡予選は各グループ4または5チームで実施する.

各グループの優勝チームおよび敗者復活戦で1位および2位となった計5チームによって最後に優勝戦が行

なわれる.レースはいずれも時間的ずれによる海況の変化等の影響のためにタイムレースでなく着服位である｡

どツチ(1分間に漕ぐ回数)は大体30前後であるが､各チームとも漕法の研究を重ねているので必ずしも一定

ではなく､それぞれ特色のある漕法によるピッチを持っている｡レース所要時間は10分余であるが､しかし救

命艇という性質上､いかなる荒海でもレースは行われ､そのような場合には30分にも及ぶことがある｡カッタ
ーレースは10分余の問､一瞬といえども息を抜くことを許されず､しかもクルー全員の呼吸が完全に一致しな

ければならない｡レースの見所は､ピッチをいくらに定めるか､スタートダッシュ､回頭､ラストスパートの

巧拙､風浪､海潮流の対策､利用の巧拙等たゆまぬ練習､シーマンシップを完全に身につけた者が初めて克服

できる実技を兼ねた､最も豪快な海のスポーツである｡

審　判　規　則(昭和56年5月31日改正)

1使用艇､オールおよびコースはレースの都度抽選

により決定する｡

2　スタート

(1)各艇は指定の時刻､コース順に従い､スタート　6

ラインに整列する｡

(2) 5分前をマイクにより通達スタートブイにつく｡ 7

ブイにつき用意が完了したら艇長は陸上の審判員　8

に白旗を直立し合図する｡

(3)スタート用意:号笛短声連続､手旗2原画､号　9

笛長一声手旗頭上より-回転する｡

(4)スタート:頭上の手旗を垂直に振下すと同時に

号砲を打つ｡

3　審判長､審判員がスタートを不完全と認めたとき

は､直ちにレースを中止せしめ､スタートラインに

呼び返す｡

諸信号､審判艇コース横断｡

4　スタートにおける号令前の飛び出しおよび艇の事

するものとし､他の回頭旗を回頭した場合および回

頭旗に艇またはオールの一部でも接触した場合は失

格である｡

ゴール:艇首が規定のゴールラインに入った順序

をもって順位とし順序は審判員が判定する｡

同着の場合は追込艇の勝とする｡

ゴールイン時のスタートブイタッチは失格としな

い｡

各艇は自己のコースを航行し､もしこれを誤って

他の艇に接触その地下正行為があったと審判員の認

めたときは失格とする｡

10　レース中のコースにおける障害､自艇の故障など

は他艇の不正な接触を除く他各艇自らこれを忍ぶべ

きものとする｡しかし審判長の判断によりこの限り

でないときもある｡

11レースに関する異議申立などはすみやかに艇指拝

がこれを行ない､審判長が裁決する｡

故によるスタートの遅速等により正常なスタートが12　オールは予備2本を積み自由に使用してよい.

できないときはスタートをやり直すが､ 2回目に正13　補欠は2名以内自由に交替できる｡

常なスタートを行なわなかった艇は､それが1回目14　オールは流したままゴールインしてよい｡

と同一艇であると否とにかかわらずその艇は失格と15　本審判規則における失格とは当該レースのみに関

する｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するものであり､その成績は当該レースの最下位と

5　回頭は左回頭とする｡回頭は指定の回頭旗を回頭　みなす｡
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天候

時刻 偃ﾙm｢�コース 俔ｩkﾂ�艇 �(X��タイム 

1.000開会式 

1050 g- 冰ﾉ���c�8ﾈ�ｸ5��1 仭�,ｩYy�Y��ﾒ�/∠ ��ノd-a.i′2′ 

2 �7�+ﾉ�Y��ﾒ�/3 ��ﾒ�/ダーcc/こ伊 

3 ��ｸｹｹ{ﾉ4y���Y���迂 白�/t二改訂'iク 

4 �(6ﾘ�Y5h揶ﾋR�/≠ �9��/j〟鎗/BL7 

5 �8ﾉ���Iр�// 儂r�/SL/5'好 

1130 ㌢～7 冰ﾉ���c(8ﾈ�ｸ5���乖��1 僮)(9n隗ﾂ�/4 白���ノせ/｢錘/p/ 

2 �(�59,ｩ.ｩ��%�爾�/i �+X*��eaj-L>たわ 

3 辻�6���I�Y���/㌔ 鉄"�-ノ占-oz)'Jデ. 

4 亰5�8自Gb�// ��2�02C,-∫//ju 

5 亦��$����β 未�/7-LPJ細 -■一一■-- 

1210 ,′D 冰ﾉ���c88ﾈ�ｸ5��1 �6ﾖｸ蜚ｸ揶ﾋR�/∠ 梯�/i-._紹'/? 

2 艇ｼ8ﾈﾉnｩ�Y���/j �2�/ダーよ〆?I/ 

3 謀ﾂﾚH�&ﾂ�// �,r�'諸-露′3:I 

4 �ﾉ�ｹ�X蝎5i���メ上 �.b�ノア一ノ宮/cf 

抽選qh休憩 

1340 F 僭8�)Yﾈｨ�8ﾈ�ｸ5����ｷr�1 冷r��#�ﾓ�GDｩ¥zH���/仁 梯�∫ ノク-10お 
㌔ 

2 坪甁y6In鞏R�/3 釘�/タ-917史う 

3 �4ｸ,ie�/�讓ﾙ��Jif 抱���/P-/a'B/ 

4 ��Izh�)�ｲ�// 儂r�よ〃-,牌三と乙 

5 冲ﾉ�ﾈｭｹyx�ｲ�ノ∠二 �+X6r�泉f--,旦子′身¢ 

1420 傀x肩ﾈ�.�8ﾂﾘ5��1 �hｫ9�x�)в�/i �� 

2 兀仭����依R�′′ �� 

3 几餃ｸ迄ﾙ��′∂ �� 

4 侏WC�壓遥8ﾂ�ノf- �� 

5 �ｩ4�5ﾙ:2�j壱 �� 

6 �� �� 

1500 )も ヽヽ 佇飲�8ﾈ�ｸ5���(咥+R�1 �hｬXｸX�ｸｦ��′′ ��ﾇ��ノ7-んと粛 

2 ��hﾘ�n驃"��/i �*ﾘ*��J4-早見左上 

3 倚ｸ��耳vB�/､ト 抱���-/3'.-3?.P/ 

4 �8ﾉtｨｬH駟db�/与 �2�∫ i/-C足音慧 

5 ��Yh(6ﾙ�ｸﾚﾒ�/女 犯｢�tヱ0-ン宜./7' 
′ 1600閉会式 
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回年月日 剌齒� ���2 �2�4 迭�6 途�8 ��"�

1 �3"綯�#2�東京 �8ﾈｹ��X蝎�R�ﾆﾂﾓ3B�2�東京商船大 ll:-42.8 ���ｸⅹ�I�R��"ﾓ�ゅ��防衛大 12-15.4 ��X蝎�R��"ﾓ�ゅ��海保大 12-17.5 俾ﾘ髯8y�R��"ﾓ#2絣�三重大 12-56 湯�10 唸耳ﾋ��

2 �32絣�#R�神戸 �8ﾈｹ��X蝎�R�水産大 �8ﾈｹ顫I�I�R�防衛大 ���ｸⅹ�I�R�海保大 俾ﾘ髯8y�R�長崎大 倅�I�R�海技大 免ﾂ�成績 優勝タイムベスト5 J海保大JO-)3.2第 2神戸商船大10-23第 
13-16 ��2ﾓ���13-34 ��2ﾓCB�14-27.2 ��Bﾓ3B���14-18.1 ��BﾓS"繧�15-02.6 ��Rﾓ3��"�

3 �3B綯縒�盟 ��X蝎�R�海保大 �8ﾈｹ��X蝎�R�防衛大 �8ﾈｹ顫I�I�R�神戸商船大 倅�I�R�幹候校 丶8ｵｩ�R�長崎大 俾ﾘ髯8y�R�一′ヽ 免ﾂﾓ3R綯�ll-36.3 免ﾂﾓS"縒�12-03.6 免ﾂﾓS2紕�12-08.5 ��"ﾓ�R縒�12-05.3 ��"ﾓ3r繧�12-58.1 ��2ﾓ#R綯�

4 �3R綯絣�横須賀 ���ｸⅹ�I�R�水産大 丶9]ｹ�R�防衛大 �8ﾈｹ��X蝎�R�三重大 �8ﾈｹ顫I�I�R�鹿児島大 �+xﾞ��R�日本大 ��
13-07.2 ��2ﾓ�b�13-17.6 ��2ﾓ#r縒�13-19.8 ��2ﾓ#2�"�13-31.5 ��2ﾓS"�"�14-00 ��bﾓ#b���

5 �3b絣�#��神戸 �8ﾈｹ��X蝎�R�水産大 倅�I�R�海~保大 ���ｸⅹ�I�R�鹿児島大 �8ﾈｹ顫I�I�R�防衛大 �+xﾞ��R�日本大 丶8ｵｩ�R�
16-23 ��rﾓ�2�17-26.6 ��rﾓ#偵��17-02.6 ��rﾓ3"繧�17-55.3 ��rﾓC"纈�2 ��蔦32紕�20-52.4 

6 �3r絣�#r�館山 �8ﾈｹ顫I�I�R�防衛大 ��X蝎�R�三重大 �8ﾈｹ��X蝎�R�神戸商船大 �+xﾞ��R�海保大 俾ﾘ髯8y�R�日本大 ��
12-17 ��"ﾓ#r�12-53 ��2ﾓ���12-35 ��"ﾓC��13-23 ��"ﾓS��13-03 ��2ﾓ#���8､9]ｹ�T｣�ﾓ3B�9�b�If���X�｣�ﾓS��)�b�Yf���S��ﾓS2緤�b��(ﾒ��b弌���(��,ﾔｨ､9z$ﾂ�

7 �3ゅR����盟 �8ﾈｹ��X蝎�R�海保大 ���ｸⅹ�I�R�三重大 冉���R�東京商船大 ��X蝎�R�長崎大 �?ｩgｹ�R�鹿児島大 丶8ｵｩ�R�一′ヽ 免ﾂﾓ3����ll-33.3 ��"ﾓ�b綯�12-13.5 ��6sC����ll-45 免ﾂﾓCR縒�12-24.3 ��"ﾓ#B�2�12-30.2 ��2ﾓ�2絣�

8 �3偵R����館山 ���ｸⅹ�I�R�海保●大 �8ﾈｹ顫I�I�R�防衛大 �8ﾈｹ��X蝎�R�三重大 俾ﾘ髯8y�R�水産大 �+xﾞ��R�海技大 �?ｩgｹ�R�
10-23 ���ﾓ#偵B�10-32 免ﾂﾓ�B�10-31.6 ���ﾓCB�ll-14.7 ���ﾓCR紕�10-45.8 免ﾂﾓ#2�ll-31.7 

9 鼎�絣��b�神戸 ���ｸⅹ�I�R�防衛大 ��X蝎�R�海保大 �8ﾈｹ��X蝎�R�鹿児島大 倅�I�R�東京商船大 �+xﾞ��R�日本大 丶8ｵｩ�R�
1ト34.8 免ﾂﾓC��ll-41.4 免ﾂﾓS"���ll-41.8 免ﾂﾓCr�ll-50.6 免ﾂﾓCB綯�12-03.8 ��"ﾓ�2繧�12-49.8 

10 鼎�絣��R�三笠沖 丶9]ｹ�R�防衛大 倅�I�R�日本大 ���ｸⅹ�I�R�水産大 �8ﾈｹ��X蝎�R�東京商船大 俾ﾘ髯8y�R�長崎大 丶8ｵｩ�R�3回以降は2′800mレ- 12 
10-34.3 ���ﾓCR�10-55.3 ��6s���"�ll-25.5 免ﾂﾓ3�紕�12-18.0 免ﾂﾓ#�絣�ll-24.2 免ﾂﾓS�紕�12-03.3 

ll 鼎"絣��B�盟 冉���R�海保大 倅�I�R�東京商船大 ���ｸⅹ�I�R�鹿児島大 ��X���R�長崎大 �8ﾈｹ��X蝎�R�日本大 丶8ｵｩ�R�一′ヽ 免ﾂﾓ3��2�ll-33.5 ��6sCr繧�ll-54.4 免ﾂﾓCB繧�ll-46.1 免ﾂﾓCr絣�ll-57.7 免ﾂﾓSr繧�12-25.4 ��"ﾓ3B���

12 鼎2絣����館山 冉���R�神戸商船大 丶9]ｹ�R�東京商船大 俾ﾘ髯8y�R�三重大 �+xﾞ��R�日本大 ��X蝎�R��X蝎�R�海技大 忠8ﾈｹ��X蝎�R��蓼��R�
10-50.2 免ﾂﾓ�R�"�ll-10 免ﾂﾙ?｢�ll-17.6 免ﾂﾓ3��"�ll-15.7 免ﾂﾓ3����"ﾓ�r���ｸⅹ�I�R�

13 鼎B絣�#2�盟 冉���R�東京商船大 丶9]ｹ�R�三重大 �+xﾞ��R�鹿児島大 丶8ｵｩ�R�神戸商船大 一′ー 免ﾂﾓ3B���ll-46.1 免ﾂﾓS"綯�12-03.6 ��6sCb���12-05.4 ��"ﾓ#"���12-32.7 ��"ﾓCゅ��

14 鼎R絣��r�富浮 冉���R�長崎大 丶9]ｹ�R�日本大 �8ﾈｹ顫I�I�R�鹿児島大 ��X蝎�R�東京水産大 丶8ｵｩ�R�剴d通大 
12-06.0 ��"ﾓ�b繧�12-34.4 ��Bﾓ�b���14-30.4 ��Bﾓ3ゅ"�14-54 ��Rﾓ�ゅ��15-ll ��Rﾓ#��15-44 ��椿ﾆﾂ紕�

15 鼎b絣��b�西宮沖 冉���R�神戸商船大 俾ﾘ髯8y�R�長崎大 �8ﾈｹ顫I�I�R�日本犬 �8ﾈｹ��X蝎�R�水産大 丶9]ｹ�R�三重大 丶8ｵｩ�R�7*15_)去警こ13 
ll-45 ��"ﾓ�%��12-36.4 ��2ﾓC"紕�13-09 ��2ﾓ#�縒�12-27.8 ��2ﾓ��縒�13-06.3 ��2ﾓ�B���14-59.8 

16 鼎r絣�#��馬堀 冉���R�海保大 ���ｸⅹ�I�R�鹿児島大 倅�I�R�長崎大 �8ﾈｹ��X蝎�R�水産大 �8ﾈｹ顫I�I�R�日本大 丶8ｵｩ�R�電通大神奈川歯大 
ll-01.3 免ﾂﾓ�B���ll-16.1 免ﾂﾓ�r���ll-30.7 免ﾂﾓ3����ll-31.1 ��6sSR�"�ll-30.4 免ﾂﾓS����12-00.6 ��2ﾓ�ゅS�2ﾓC�綯�6I,ｩ�Y��=��ﾈ餾�R�

17 鼎ゅR�#b�盟 丶9]ｹ�R�東京水産大 �8ﾈｹ顫I�I�R�長崎大 ��X蝎�R�三重大 ���ｸⅹ�I�R�防衛大 俾ﾘ髯8y�R�日本大 丶8ｵｩ�R�一′ヽ 免ﾂﾓ3r綯�ll-50.1 免ﾂﾓS�繧�ll-65.5 呈ﾆﾂﾓS"�2�ll-58.9 免ﾂﾓ32纈�1ト43.9 ��"ﾓ�R紕�12-30.9 ��"ﾓSb紕�

18 鼎偵R����館山 �+xﾞ��R�海保大 ��X蝎�R�神戸商船大 冉���R�東京水産大 俾ﾘ髯8y�R�東京商船大 倅�I�R�日本大 丶8ｵｩ�R�
ll-26.4 免ﾂﾓC��ll-50 免ﾂﾓSB�"�12-04.3 免ﾂﾓC"綯�ll-54.2 ��"ﾓ�ゅr�12-28 ��"ﾓ3偵��12-38.1 ��2ﾓ#2紊�2ﾓ3ゅ��砕%��纈ｨｼ��bR絣｣�B�

19 鉄�絣����富浦 ���ｸⅹ�I�R�防衛大 �8ﾈｹ��X蝎�R�海保大 �+xﾞ��R�鹿児島大 �?ｩgｹ�R�水産大 ��､8ｵｨ���R�神奈川歯大 倅�I�R�
ll-18.1 免ﾂﾓ#��ll-44.3 ��"ﾓ�2絣�ll-46 免ﾂﾓS"纈�12-06.2 免ﾂﾓS偵"�12-10.6 ��2ﾓ�偵B�15-51.9 

20 鉄�絣��b�芦屋沖 ���ｸⅹ�I�R�長崎大 �8ﾈｹ��X蝎�R�海保大 俾ﾘ髯8y�R�日本大 ��X蝎�R�三重大 冉���R�東京商船大 ���=��ﾈ餾�R�
1ト05.4 免ﾂﾓ���"�ll-ll.3 ��6s�r綯�ll-26.0 免ﾂﾓ3ゅb�ll-44.8 免ﾂﾓS"綯�ll-41.4 ��"ﾓ���"�12-17.8 

21 鉄"絣�#��馬堀 丶9]ｹ�R�神戸商船大 冉���R�鹿児島■大 ��X蝎�R�長崎大 �8ﾈｹ��X蝎�R�東海大 �8ﾈｹ顫I�I�R�三重大 �?ｩgｹ�R�神奈川歯大電通大海技大 
10-13.2 ���ﾓ�b紕�10-25 ���ﾓCR繧�10-48.5 ���ﾓ3��1ト05 免ﾂﾓCR���10-42.8 免ﾂﾓ�b�ll-29.3 ��6s3�繝��ﾓC��2ﾓ�R紕�

22 鉄2絣�#��呉 丶9]ｹ�R�水産大 ���ｸⅹ�I�R�防衛大 �+xﾞ��R�東京水産大 俾ﾘ髯8y�R�東京商船大 倅�I�R�海技大 �8ﾈ､9�R�神奈川歯大電通大 
ll-01.3 ��6s�"���ll-21.2 免ﾂﾓ#2繧�1ト31.5 免ﾂﾓSr縒�12-19.6 ��"ﾓ#����12-01.4 ��"ﾓ�r縒�12-ll.1 ��"ﾓ#B纉�2ﾓ�"絣�

23 鉄B絣�#��江田島 �+xﾞ��R�神戸商船大 冉���R�海保大 �8ﾈｹ��X蝎�R�東海大 ��X蝎�R�三重大 �8ﾈｹ顫I�I�R�海技大 俾ﾘ髯8y�R�神奈川歯大電通大日本大 
12-13.1 ��"ﾓ#�纈�12-25 ��"ﾓ3��12-38.4 ��"ﾓ3偵B�12-47.2 ��"ﾓSr�"�13-28.8 ��"ﾓCゅR�13-10.4 ��2ﾓC2緜�Bﾓ�ゅ#�2ﾓ#ゅR�

24 鉄R絣����芦屋沖 �8ﾈｹ��X蝎�R�鹿児島大 ��X蝎�R�長崎大 丶9]ｹ�R�東京商船大 �?ｩgｹ�R�防衛大 ���ｸⅹ�I�R�東海大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大電通大 
ll-17.1 免ﾂﾓC2�1ト45.2 免ﾂﾓS2絣�ll-55 免ﾂﾓCb絣�ll-59.1 免ﾂﾓS偵2�12-08.1 ��"ﾓ�"紕�12-56.8 ��2ﾓ�b紊�2ﾓ#b繧�

25 鉄b絣�3��馬堀 �8ﾈｹ��X蝎�R�日本大 ���ｸⅹ�I�R�防衛大 ��X蝎�R�鹿児島大 �8ﾈｹ顫I�I�R�長崎大 丶9]ｹ�R�東海大 倅�I�R�神奈川歯大海技大電通大 
ll-00.7 免ﾂﾓ�b絣�ll-16.9 免ﾂﾓ�r���ll-20.3 ��6s#2綯�1ト36.4 免ﾂﾓC"�2�1ト39.6 ��"ﾓ3��12-31.6 ��"ﾓ3B�#�"ﾓCb�#�"ﾓC偵"�

26 27 鉄r絣��r�SゅR�#��呉 丶9]ｹ�R�東京水産大 冉���R�東京商船大 俾ﾘ髯8y�R�神戸商船大 ��X蝎�R�日本大 �+xﾞ��R�東海大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大電通大 

馬堀 冉���R�東京商船大 丶9]ｹ�R�神戸商船大 �?ｩgｹ�R�鹿児島大 �+xﾞ��R�東京水産大 ��X蝎�R�水産大 丶8ｵｩ�R�東海大神奈川歯大電通大 
10-53.6 免ﾂﾓ�R綯�ll-10.4 ��6s�R�1ト33.2 免ﾂﾓ�"���ll-15.4 免ﾂﾓ�偵��ll-21.0 免ﾂﾓ#2�"�ll-50.8 ��"ﾓ���#�"ﾓCR���"ﾓSゅ"�

2859.5.20 刪ｰ屋沖 �8ﾈｹ��X蝎�R�防衛大 �8ﾈｹ顫I�I�R�水産大 俾ﾘ髯8y�R�三重大 丶9]ｹ�R�日本大 �+xﾞ��R�神戸商船大 �8ﾈ､9�R�海技大電通大神奈川歯大 
10-57.5 免ﾂﾓ�2�"�1ト21.2 ��6s#r紕�1ト32.5 免ﾂﾓ#����ll-26.3 免ﾂﾓ3"繧�ll-36.0 免ﾂﾓ#偵b�12-14.7 ��"ﾓ#�經�2ﾓ�r繝�2ﾓ�R���
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