
-_I ､- '･--Tl-~■　∴､.

血　　　TT　~-主/---. I.P･: ■竃､市∴や

全日本カッター

競技大会
日時/平成5年5月30日(日)

AM9:00-PM4:00 (雨天決行)

場所/六甲アイランド,六甲マリンパーク
主　催/全日本カッター連盟

担当校/神戸商船大学

共　催/アーバンリゾ+フェア神戸-93神戸港推進協議会

運輸省海技大学校

後　援/神戸市港湾局(社)神戸港振興協会
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第37回　全日本カッター競技大会

日　　時

会　　場

主　　催

担当校

共　　催

後　　援

参加大学

平成5年5月30日(冒) 9 :00-16:00 (雨天決行)

六甲アイランド,六甲マリンパーク南側

全日本カッター連盟

神　戸　商　船　大　学

運輸省海技大学校
アーバンリゾートフェア-神戸'93　神戸港推進協議会

神戸市港湾局　配)神戸港振興協会

行事日程　　一主　将

日

議-

5月29日(土) 15:00-17:00

場　所　　大学会館会議室

出席者　　各校主将･主務

議　事　　各種抽選･審判規則確認･予算･その他

一競　　技　　会一

日　時　　5月30日(冒)　9 :00-16:00

場　所　　六甲アイランド,六甲マリンパーク

ー連　盟　会　議-

日　時　　5月30日(日)　大会終了後

16:30-18:00

出席者　各校顧問･主将･主務

議　事　連盟規約審議及び決定･大会反省

次期担当校決定･その他
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第37回　全日本カッター

競技大会を迎えて

神戸商船大学長　井　上　篤次郎

六甲山麓の山並みに新緑若葉が映え､海の香りにも初夏を感ずる季節となりました｡

この度､第37匝栓日本カッター競技大会が､全国の海事に関係する大学及び大学校

13校の学生を迎え､ここ｢茅淳の海(ちぬの海) ｣六甲マリンバ_-クで開催されるこ

とは､誠に喜ばしい限りであります｡さらに､本年は､新しい都市魅力の創造をテー

マとした"アーバンリゾート　フェア神戸'93 "の行事の一環として開催を担当す

ることができ､心から選手諸君を歓迎いたします｡

カッターレースは､海上における漕艇技術に基づいた漕力を競い合う団体競技であ

ります｡クルー一人一人の漕力が､充実した気力と体力を必要とすることは言うまで

もなく､艇指揮を中心とした艇全体の優れたチームワークのもとで一丸となり､行動

することが要求されるものであり､まさしく海の若人の祭典としてふさわしいものと

考えます｡諸君には､将来の社会におけるリーダーとしての活躍が期待され､すべて

の仕事で､不暁不屈の精神と協力協調の心構え､そして社会の変化に適切に対応する

指導能力が要求されることでしょう｡カッターは､このような資質特性を滴養し､最

適にしてかっ有意義な訓練として､広く社会､企業等の職員教育にも実施されるとこ

ろであります｡

各大学の選手諸君は､日頃錬磨された漕艇技術と敢闘精神を遺憾なく発揮され､さ

らに海の若人らしくシーマンシップに燃えた好レースを展開され､大会を通じて友好

が深まることを期待いたします｡

終わりに､本大会の開催にあたり､ご後援いただきましたアーバンリゾートフェア

神戸'93　神戸港推進協議会をはじめ､共催の海技大学校､そしてご協力､ご支援賜

りました関係各位に深甚な謝意を表します｡
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大　会　役　員

会　　　長

副　会　長

運営委員長

審判委員長

審　判　長

全日本カッター競技連盟会長

神戸商船大学学長

海　技　大　学　校　校　長

アーバンリゾートフェア神戸'93

神戸港推進協議会長

神戸商船大学学生部長

神　戸　商　船　大　学

神　戸　商　船　大　学

顧　　　問

海　技　大　学　校

鹿　児　島　大　学

水　産　大　学　校

東京商船大学

長　崎　大　学

防　衛　大　学　校

洩　木　健　司

松　野　保　久

高　島　未　夫

吉　田　卓　也

高　山　久　明

高　木　征　教

海上保安大学校

神奈川歯科大学

東　海　大　学

東京水産大学

日　本　大　学

三　重　大　学

神戸商船大学

実　行　委　員

実行委員長　　　　航　海　4

総　　　　務　　　　機　関　4

宿　　　　泊　　　　機　関　2

競　技　場　　　　航　海　3

記　　　　録　　　　航　海　3

配　　　　艇　　　　航　海　2

会　　　　場　　　　機　関　2

進　　　　行　　　　海　洋　2
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伊　藤　裕　康

中　村　玄二郎

花　房　元　顕

佐　藤　　　要

平　栗　洋　一

小　林　　　裕

古　荘　雅　生

山　崎　智　-

尾　崎　美　樹

竹　田　宏　之

橋　本　俊　郎

金　子　聖　訓

大　桑　貴　明

小　椋　徹　也

森　岡　愛　美

夫

郎

次

　

　

譲

潔

郎

史

次

芳

篤

範

　

　

　

　

　

三

虞

晴

上

渡

　

　

坂

　

　

木

田

宮

井

明

　

　

今

原

鈴

石



ク　ル　ー　名　簿

海　技　大　学　校

顧　問　　浅　木　建　司

＼ 倩�kﾂ�学科.学年 ��y+r�6ﾒ��体重(kg) 偬��xｧ"�出身池 
主将 �69�ｸ楮ﾘ��航海 ���2�85 佰ｹEi,8､8蹴�熊本 

主務 倬ｸ�)��機関 ��s��60 丶8ｵｩ�R�鹿児島 

艇指揮 ��ﾈ擁|r�航海 ��s��80 ���[��山口 

艇長 倬ｸ�)��機関 ��s��60 丶8ｵｩ�R�鹿児島 

1 �>ﾉ�ﾈ��航海 ��c2�53 �ｹ>ｨ､8蹴�鹿児島 

2 亶ｸ岑�2�航海 ��s��77 亶ｸﾌ8､8蹴�北海道 

3 �)YHｶ�H��機関 ��c��93 亶ｸ､8､8蹴�宮城 

4 ��Y,8毎爾�航海 ��sR�65 僥y_ｸ､8蹴�埼玉 

5 ��68椹�ﾂ�機関 ��c��50 ��8x､8蹴�香川 

6 ��i69H駟��航海 ��cb�83 丶8ｵｩ�R�大阪 

7 �69�ｸ楮ﾘ��航海 ���2�85 佰ｹEi,8､8蹴�熊本 

8 們Hﾞ吋R�機関 ��c��63 傅ﾉ$ﾘ､8蹴�北海道 

9 ��ﾙ69'��機関 ��cr�58 亊伜(､8蹴�千葉 

10 �9il�.Y�R�航海 ��s2�73 �ｹ>ｨ､8蹴�沖縄 

ll 冲hｯhﾕr�機関 ��sR�65 亊�ｨ�(､8蹴�東京 

12 ����{9?��機関 ��c��59 佰ｹEi,8､8蹴�熊本 

補欠 乘ｹ�9uHﾗ2�機関 ��s��59 �8),8､8蹴�山口 

補欠 �,ｹgｹu(ﾖﾂ�航海 ��S��60 丶8ｵｩ�R�北海道 

補欠 �:�皐*�.H+��航海 ��S��45 傅ﾉ$ﾘ､8蹴�北海道 

平　　均　　　170　　67

海上保安大学校
顧　問　　伊　東　裕　康

＼ 倩�kﾂ�学科.学年 ��y+r�6ﾒ��体重(kg) 偬��xｧ"�出身池 
主将 亳y68ﾎR�i-4 ��s��60 傅ﾉ$ﾙ*ｩ|ｲ�北海道 

主務 ��9nﾈﾏXﾗ2�I-4 ��s2�67 �ﾈﾄR�東京 

艇指揮 儖8ﾏｹ�Rﾒ�Ⅱ-3 ��s��76 傅ﾉg�>ﾂ�愛知 

艇長 �(inﾉ��ｴﾒ�Ⅰ-4 ��s��76 伜(ﾏｲ�山口 

1 兒ﾘ�ﾏR�Ⅱ-4 ��sR�73 ��驢��熊本 

2 倡Y�Y&ﾙnr�Ⅰ-4 ��s��70 冖ﾉ8ﾂ�愛知 

3 亳y68ﾎR�I-4 ��s��60 傅ﾉ$ﾘﾌ驂ｲ�北海道 

4 �?ｨ蕗�靜��Ⅱ-4 ��cb�70 �+xﾞ映ｹwｩ�B�長崎 

5 ����ﾉ���Ⅱ-4 ��s��76 囘ﾉ69fｲ�愛知 

6 侘8棠�ﾒ�1 ��s��74 仍�72�福岡 

7 ���69��Eb�2 ��s��75 兀�ｩ�XｧyXﾙ���Xﾘ｢�福岡 

8 儼ﾉ694驟��2 ��s��67 俾ﾘ壺�鹿児島 

9 冢ﾉ(hﾘB�1 ��cb�65 �+xﾞ�>ﾂ�長崎 

10 �ﾉ69�靫��2 ��s��65 ��ﾈ���東京 

ll 傚�HﾏY�ﾂ�1 ��c��57 兔H��8ﾂ�鳥取 

12 ���ｩl��2 ��s2�60 �(ｷiNB�愛知 

平　　均　　　173　　69
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鹿　児　島　大　学

顧　問　松　野　保　久

＼ 倩�kﾂ�学科.学年 ��y+r�6ﾒ��体重(kg) 偬��xｧ"�出身池 
主将 價ｩm鵜��資源化学3 ��s2�62 �8ﾉdﾉ(b�大阪 

主務 ���(ﾉY�躋�水産2 ��sR�50 亶ｸﾞ��ﾂ�宮崎 

艇指揮 �+x�(讖Tb�水産3 ��sb�63 儘�xｭ��佐賀 

艇長 �(hﾋI�駭ﾒ�水産2 ��cB�58 俾ﾘ髯8y>ﾂ�鹿児島 

1 ���ｹ4驗��水産2 ��sB��70 兀�圸�B�鹿児島 

2 伜(ﾏｸﾉ(樞�漁業生産3 ��c��64 �+xﾞ映ｲ�長崎 

3 亳y�ｩ*益ﾒ�海洋生物3 ��s��63 俑���8ﾂ�愛媛 

4 �')5��rﾒ�水産2 ��sB�70 偬��R�鹿児島 

5 ��Y���ﾈﾜb�水産3 ��コ�75 ��I�2�秦_戻 大分 

6 ��ﾙMY��ﾔ��資源化学3 ��sR�70 兔ｩWｹ�(�"�

7 伜)gｸﾆ"颱b�資源化学3 ��sb�64 俚(棠fｲ�佐賀 鹿児島 

8 乖9�ｩ{8賈��･食料化学3 ��s��68 �.ｨ*(-�*"�

9 價ｩm鵜��資源化学3 ��s2�62 �8ﾉdﾉ(b�大阪 

10 �H�8ｫ��ﾂ�水産2 ��s2�61 ��y���福岡 

ll �H�9�ﾈ��水産2 ��s2�63 冑ﾘﾞ��鹿児島 

12 冲ﾉ69vﾘ爾�水産2 ��cR�57 兀�圸�B�鹿児島 

補欠 ���(ﾉY�躋�水産2 ��sR�50 亶ｸﾞ��ﾂ�宮崎 

l �� ��

平　　均　　　173　　65

神奈川歯科大学
顧　問　　中　村　玄二郎

＼ 倩�kﾂ�学科.学年 ��y+r�8uVﾂ��体重(kg) 偬��xｧ"�出身池 
主将 傅ﾉnﾈﾕx豐� ��s"�55 ���wB� 

主務 �(h�)�鞐ﾂ� ��s"�60 俘)}b� 

艇指捧 傅ﾉ�ｨﾆ"� ��c��50 兔HﾋB� 

艇長 �(h�)�鞐ﾂ� ��s"�60 俘)}b� 

1 冖����X樞� �����80 ��Xﾞ9fh更ｧx��� 

2 傴ﾈ皐ﾔｸ爾� ��sr�70 ��Xﾞ9fh更ｧx��� 

3 �69(i{)Eb� ��c��80 冢ﾉNB� 

4 仆Igｸﾅｸ譴� ��sB�60 丼);冉ｲ� 

5 �$ｩ�ﾈﾘ颱b� ��s"�58 ��ﾈ��� 

6 �+y,ｸ�)Eb� ��s��70 冢ﾉNB� 

7 �:�$ｩ�)�ﾂ� ��sR�60 �?ｩ�ﾂ� 

8 傅ﾉnﾈﾕx豐� ��s"�55 ���wB� 

9 俤i68ﾄﾒ� �����65 �:�釖8ﾂ� 

10 們I69Y�贅� ��cR�70 ���ｸ棠�Y,2� 

ll 傅ﾉ'(ﾅ)[ﾒ� �����75 ��Vﾂ� 

12 ��ﾉi9�r� �����70 �-�ｩ>ﾂ� 

補欠 �:�68ﾊｨ樞� ��s��60 ��ﾈｧx��� 

補欠 傴ﾈ蕗�i�驟�� ��sR�60 ��IYr� 

l l �� �� 

平　　均　　　173　　66
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水　産　大　学　校

顧　問　高　島　末　夫

＼ 倩�kﾂ�学科.学年 ��y+r�6ﾒ��体重(kg) 偬��xｧ"�出身池 

主将 俛Y�ﾉ4�&｢�製造3 ��s��61 �+xﾞ�>ﾂ�長崎 

主務 �(i�ｨ彧�ﾂ�漁業3 ��s��70 僞ﾉ�i�X蜥�新潟 

艇指揮 冓inﾈ�"�漁業2 ��s��62 ��ﾉ>��鹿児島 

艇長 �(i�ｨ彧�ﾂ�漁業3 ��s��70 僞ﾉ�i�X蜥�新潟 

1 �冽��H���増殖2 �����70 冖���>ﾂ�兵庫 

2 �&馮ｹ�(譴�製造2 ��s��65 �8ﾈ�ｶr�大阪 

3 �)YI�H蔗�機関2 ��sB�68 亶ｸ���X蜥�宮城 

4 傴ﾉ�ｩ&ﾙk��増殖3 ��cR�58 ��ﾙwHｧx��ｶｲ�静岡 

5 �>y'�5B�製造3 ��s��63 冲ﾈ賜�富山 

6 �,�荿����漁業3 ��sR�67 兀�ｩ�XｧyXﾙ���Xﾘ｢�福岡 

7 ��9nﾉ�闔ｩ��機関3 ��s��83 倚y*ﾂ�･東京 

8 �.ytR�漁業3 ��s��65 乘ﾘ9hﾞ��ﾉVﾂ�神奈川 

9 冉ｹ8x��H��漁業3 ��s2�65 傅ﾈ���佐賀 

10 亳y�ｩ<Iy��漁業3 ��s��69 乖�ﾋB�奈良 

ll 舒)Ohｴ)�ﾂ�製造3 ��s��74 ��YZｩ-���大分 

12 俛Y�ﾉ4�&｢�製造3 ��s��61 �+xﾞ�>ﾂ�長崎 

.補欠 ��ﾙ68ﾅﾈ髓�製造2 ��sb�74 �iYB�山口 

補欠 ���ｹ(冰��増殖2 ��sB�66 冉ｹ�ｹh��兵庫 

補欠 僮)�靼駭ﾒ�漁業2 ��cr�59 ��i62�愛媛 

補欠 緬Y�69�I�驟��漁業2 ��s"�67 �(hｭB�福岡 

＼ 倩�kﾂ�学科.学年 ��y+r�6ﾒ��体重(kg) 偬��xｧ"�出身池 
主将 ���6顆驗��海洋資源4 ��s��70 �� 

主務 ��ﾙ69'����航海工学4 ��sR�65 ��神奈川 

艇指揮 ��ﾈ圸�x躋�海洋土木4 ��s��63 ��広島 

艇長 兀ﾘ嵂�航海工学4 ��c"�60 ��神奈川 

1 ��ﾙ69'����航海工学4 ��sR�65 ��神奈川 

2 亳y68岩�航海工学4 ��s��65 ��埼玉 

3 俘(ｻH楮譴�海洋土木4 ��s��63 ��神奈川 

4 俘)g)tY?��航海工学4 ��s2�65 ��千葉 

5 伜)gｹ'����工学3 �����65 ��埼玉 

6 傅ﾉ8xﾔ靫r�航海工学4 ��s��75 ��東京 

7 ��以ﾉ|y[ﾒ�海洋資源4 ��c"�70 �� 

8 ���6顆驗��海洋資源4 ��s��70 �� 

9 ��Ynﾈﾅﾈ自��海洋土木3 �����75 ��愛知 

10 傴ﾉ�ｨﾉｸ爾�水産3. 姪�cR�76 ��広島 

ll 伜)68ﾔ騏��船舶工学4 ��c��61 ��.京都 

12 凭冦斡ﾙEb�海洋土木3 ���"�70 ��静岡 

補欠 俤ynﾉdﾈ��航海工学3 ��sR�75 ��岐阜 

補欠 凭冦閲8�"�海洋科学2 ��s��65 ��千葉 

補欠 �>�68ﾅｸ樞�海洋土木2 ��sr�70 ��千葉 

補欠 ��ｩdｸﾏXﾔb�航海工学4 ��s��60 ��神奈川 

辛 均
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東京商船大学
顧　問　吉　田　卓　也

＼ 倩�kﾂ�学科.学年 ��y+r�8�ｨu鋳�体重(kg) 偬��xｧ"�出身池 
主将 �H�9�闔｢�航海4 ��s��74 �冰ﾂ�愛媛 

主務 �i$ｨ自~xｴ��交通4 ��sB�70 丶8�乂x���埼玉 

艇指揮 亊ｩ�)�(��航海3 ��s��60 ��x圸�h爾�岩手 

艇長 �-)gｸ��航海2 ��c��61 ��Xｻ9�Y[ﾙnﾂ�大阪 

1 ���}�ｵ��塵関S ��s"�54 乘y62�東京 

2 ��ｸ棠$)Tb�航海2 ��s��72 傅ﾉ���ﾂ�東京 

3 兢�圸~ｲ�-航海4 ��s��77 �<hｺhｧx���神奈川 

4 �i$ｩ~xｴ��交通4 ��sB�70 丶8�乂x���埼玉 

5 �6饐8ﾕ�樞�航海3 ��sR�72 兢ｹ$｢�東京 

6 儘ﾉ�9�ﾙk��流通3 ��s��77 儻亥)>ﾂ�富山 

7 刎��(ﾔ��流通2 ��sR�70 �i78ｷｲ�栃木 

8 仭H夊ﾋ9;��･流.通2 ��sR�69 ��Y8r�鹿児島 

9 �(i8淫靫ｲ�航海2 ��c��65 價ｩJb�福岡 

10 假�:�tﾈｯ2�航海2 ��c��59 ��8圷�9zr�静岡 

ll �H�9�闔｢�航海4 ��s��74 �冰ﾂ�愛媛 

12 兩8鏸�(��ﾌ��機関3 ��c��61 兀���兵庫 

平　　均　　　171　　66

東京水産大学
顧　問　　佐　藤　　　要

＼ 倩�kﾂ�学科.学年 ��y+r�6ﾒ��体重(kg) 偬��xｧ"�出身聖 
主将 �Hﾏｸ蒴Tb�海洋生産4 ��s"�65 冉�69�ﾂ�東居 

主務 兢ｹ68鯖���海洋生産4 ��s��74 偸I?ｨ鯖8ﾂ�愛知 

艇指揮 儁�68ﾔr�海洋生産4 ��s2�67 �8ﾉ|R�京都 

艇長 兢ｹ68鯖���海洋生産4 ��s��74 偸I?ｨ鯖8ﾂ�愛知 

1 傴ﾈ迄ﾏXﾔ��食品生産3 ��c2�62 ����ﾉ�YWI�ﾈ里�東京 

2 ��:�$(��海洋生産2 ��s��69 丶9�kﾂ�神奈川 

3 冢駭ﾈｴﾙH��食品生産3 ��s"�66 估igｹfｲ�熊本 

4 冉ｹ�ﾈｶ�ﾆ��資源育成2 ��s2�67 亶ｹfｲ�愛知 

5 �;�做y�ﾂ�資源管理2 ��sR�75 倡9�ﾂ�千葉 

6 �>ﾉYHﾕ�｢�海洋生産4 ��sb�67 �駭ﾂ�愛知 

7 �>�68ﾅﾈ爾�海洋生産3 ��s��64 乘����神奈川 

8 ����饑ﾂ�資源育成3 ��sb�75 價ｨﾌｲ�青森 

9 俘(ｻI�hﾏR�資源管理2 ��sR�65 �+y62�兵庫 

10 ��ｩ68ﾔﾈﾗ2�資源育成3 ��c��70 �����茨城 

ll 舒r韃)��k��資源管理4 ��s2�60 冉姥ｲ�山口 

12 �Hﾏｸ蒴Tb�海洋生産4 ��s"�65 冉�69�ﾂ�東京 

補欠 補欠 俶ﾉ_ｸﾘ韲��l 資源育成2 ��cR�70 僮��8�5H�ｸ8ｲ�北海道 

三田守昭 ��鰻��h蜩"�172 偵s��明学東村山 �8ﾈｹ��

平　　均　　　173　　67
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長

＼ 倩�kﾂ�学科.学年 ��y+r�6ﾒ��体重(kg) 偬��xｧ"�出身池 

主将 伜(ｷｹeﾒ�海洋生産学系3 ���2�77 ���ﾉ8ﾂ�北海道 

主務 �>�､8ｮ韋｢�海洋生産学系3 ��cR�58 俘)��魎�愛知 

艇指揮 �>�､8ｮ韋｢�海洋生産学系3 ��cR�58 俘)��魎�愛知 

艇長 倬仂ｩ+ﾈ��漁業科学系4 �����75 亶ｸﾞ��X蜥�宮崎 

1 兀�68ｶ�k��水産2 ��s��65 弍(�"�岐阜 

2 傴ﾉOhﾔｹvﾒ�水産2 ��s��68 冉ｹwｩ�B�長崎 

3 傅ﾉ}��8ﾔｲ�食糧科学系3 ��s��72 �,2�三重 

4 �')694靫��漁業科学系3 ��SR�55 冉ｹwｩ�B�長崎 

5 �$ｩwｩ?��水産2 ��s2�63 俚)�)]ｹfｲ�長崎 

6 冉ｹ�ﾉY�躋�水産2 ��s��60 �+xﾞ映ｲ�長崎 

7 亳y69u�｢�漁業科学系3 ��s"�65 �+xﾞ�>ﾂ�長崎 

8 伜(ｷｹeﾒ�海洋生産学系3 ���2�77 ���ﾉ8ﾂ�北海道 

9 偃�鉑u��水産2 ��s��65 傅ﾈﾅ2�福岡 

10 舒(ﾌｸﾔi�ﾒ�食糧科学系3 ��s��61 兔ｩWｹ-�亶R�大分 

ll 俘(�)�驗��水産2 ��s"�65 冖襌���福岡 

12 ����8ﾘ��水産2 ��s��60 冉ｹwｩ�B�長崎 

補欠 �6饐8�自��水産2 ��s��65 冉ｹwｩ�B�長崎 

＼ 倩�kﾂ�学科.学年 ��y+r�6ﾒ��体重(kg) 偬��xｧ"�出身池 
主将 亳y68ｴﾙEb�l林4 ��sr�66 �?ｩgｹ�Xｧy:��"�神奈川 

主務 傅ﾈ鉑{ｩuB�拓殖4 ��s2�76 �?ｩgｹ�Xｧy:��"�神奈川 

艇指揮 傅ﾈ鉑{ｩuB�拓殖4 ��s2�76 �?ｩgｹ�Xｧy:��"�神奈川 

艇長 �i,9m慰i�2�林4 ��c��62 傀ｩ�)�ﾂ�埼玉 

1 傅ﾉJh自Eb�林4 ��sb�･64 �?ｩgｹ�Xｧy�i?��東京 

2 俥8ﾏｸ弴譴�拓殖4 ��sR�64 �?ｩ���ﾂ�愛知 

3 冏�695Hｷb�農業工学2 ��s��66 �?ｩgｹ�Xｧy-�9hｷR�東京 

4 冲ﾈ棹ｴﾙ^B�農3 ��s��66 俘),粳fｲ�大阪 

5 乘)�(毎蔗�食品工学3 ��s��85 儘ﾉOb�東京 

6 �)YI�Ik��農3 ��s��64 ��ｩlﾘﾋB�神奈川 

7 亳y68ｴﾙEb�林4 ��sr�66 �?ｩgｹ�Xｧy:��"�神奈川 

8 �ｩ69+ﾈ��農3 �����80 ��ﾌ9�ﾉ�ﾂ�兵庫 

9 ��ｨ�8弴謦�拓殖2 ��cR�58 冉��ｹ�Xｧxｧ�5�ｷR�東京 

10 �5ik��驟��水産2 ��c��58 �?ｩgｹ�Xｧy8�5�ｷR�東京 

ll ��9~冦胤儖ﾂ�林3 ��s��66 侈yzx��彙�栃木 

12 侏8�(ｶ��R�食品工学4 ��cR�60 冰�ｻｸｭ��長崎 

補欠 俛Y�阯�Eb�水産2 ��s��70 �:�皐ｧx��ｪi�ﾂ�香川 

補欠 亳x侭+ﾈ��水産2 ��s��77 �?ｩgｹ�Xｧyk��ﾒ�東京 

補欠 ��:��ﾘ�"�農業工学2 ��s"�62 �?ｩgｹ�Xｧyk��ﾒ�東京 

補欠 �ﾙnﾉ�ﾙ|r�食品経済3 ��s��60 倡9zy�ﾈｷｲ�兵庫 

辛
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氏名t 大場啓生l 乂x怩隗yD���饑�B�身長(CⅡl) ��ﾈ��r��出身較 偬��y'"�

主将 剴�s��70 偖ｨｶr�大阪 

主務 艇指揮 亅��ｨ��譁ﾂ��X�ｨﾅｹ�d��精密機械4 ��s"�60 丼)|R�石川 

情報4 ��r繧�70 偖ｨｶr�大阪 

艇長 俥969vﾒ�土木4 ��s2�70 傅ﾉnﾂ�鳥取 広島 

1 �ﾙ%ｸ�8示ﾂ��益ﾖﾂ�[ﾘ�(�(ﾔ��ﾄ冦悪)u��機械システム3 材料物性4 電子4 応用化学3 ��c��70 ��ﾇﾂ�

2 3 4 剴�s��75 �'ﾈ���鹿児島 

172 都"�都城泉ケ丘 亶ｸﾞ��

171 都2�朝倉 六日町 兀�｢��hｨ2�

5 6 ��ﾂ�ﾏｲ�,I,糸3 ��s2�75 

久米徹 豫yyﾓB�179 ��s"�ﾃsR�北谷 八千代 �ｹ>｢��ywB�

7 8 �(i68������(ﾚｩm姥�Eb�電メ ��
.過.信3 ��s��75 乂ﾙ62�和歌山 北海道 広島 

9 �+x夊����土木4 ��sB�70 倅Ig�霍R�

10 侘ｸ鯖u�ｩ��ﾛ)nﾉEﾈ��機械4 電気4 ��sR�70 佩�蕀,962�

ll 剴�c��62 �?ｩ�ﾂ�山梨 .I.｣ 

12 補欠 �8y,ｹ+ﾈ��航空宇宙3 ��cr�65 亶h曰�"�局部 ノヽヽ､ 細谷康博 俎�ｿ8��V32�163 都��都留 伜)yﾂ�

補欠 補欠 傅ﾉ}�dﾂ��隘�儘ｲ�機械システム3 応用化学3 ��s��75 丶8齷�i6ｲ�東思 
183 努�R�福島 兀�8r�

補欠 凭冦��(ｴｲ�電子3 ��sB�75 ��IYr�奈良 

氏名 城本章広 乂x怩隗yD��ﾔ�2�身長(cm) ��ﾈ��r��出身較 偬��y'"�

主将 剴�s2�65 77 ���b��X詹���和歌山 大阪 

主務 艇指揮 艇長 俶ﾘ迄�ｲ�V､3 ��sR�口 時崎通子 ��iZ磯�ﾋ釘�- 辻�雀ケ丘 ��Xﾞ2�

中村恵子 �4s2�- 都R�cR�四日市南 大垣東 大阪朝鮮 倅�B�ｯ)Xﾂ��Xﾞ2�

1 俚)'ﾉu冑��生物資源1 ��s��

2 3 �(估ﾒ�之源4 ��s��

見並英明 儘���170 田"�漢 倅�B�

4 5 亶ｹ�伊)?���冏ｸ�ﾔﾂ�工1 ��cR�60 �,2�二重 

工3 ��s2�65 70 ���b�ﾄigｹ�X蜥�和歌山 熊本 

6 7 俥9gｸﾔi?��'ﾉ>��(���25,I y'ヽ ��

生物資源4 ��s2�65 60 77 60 ��ﾈ里�kﾈﾌ8夊ｧx����X詹���,2�三重 愛知 大阪 三重 

8 亶ｹ69*右b�工3 ��sR�

9 亳x侭���生物資源3 ��sR�

10 ll �8ﾙ64fﾉ�2�…2 ��cR�

下山敦央 ��iZ磯�ﾋ�"�170 田R�c��松江南 磐城 �8xﾚ｢�Y�8r�

12 補欠 補欠 補欠 補欠 �8��之源2 ��s"�

金子光彦 ��iZ磯�ﾋ釘�170 鉄��金蘭千里 ��Xﾞ2�二=ノ 太田治宏 ��iZ磯�ﾋ釘�165 澱���五条 �I&ﾒ�

宮地義絶 儘ィ�170 鉄��宮北 �I&ﾒ�

木村健太郎 儘���170 田��丹羽 �I&ﾒ�

均　　　171
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神戸商船大学
顧　聞　古　荘　雅　生

＼ 倩�kﾂ�学科.学年 ��y+r�6ﾒ��体重(kg) 偬��xｧ"�出身池 

主将 �ﾙ69�ﾈ謦�航海4 ��sr�68 ��8yfｲ�岐阜 

主務 儖hﾞ碓ﾈ��機関4 ��sR�63 ���b�和歌山 

艇指揮 �ﾙ>�u)���航海4 ��S��58 儻ｹ(b�広島 

艇長 傅ﾉ���ﾈ樞�航海2 ��c��60 儼ﾈ鉑�ﾂ�静岡 

1 俑�69=i��航海3 ��c��60 �'"ﾉ62�･大阪 

2 ��:�'�ﾔﾂ�航海4 ��sR�70 ����m��大阪 

3 �6駢��Ivﾒ�航海2 ��s��58 弍)Xﾉfｲ�岐阜 

4 ��$)+ﾈ��機関3 ��c��67 �8r�大阪 

5 �6Y,y��g"�機関3 ��sB�70 �+ynﾂ�大阪 

6 �ﾙ69�ﾈ謦�航海4 ��sr�68 ��8yfｲ�岐阜 

7 俑��ｩ�韆ﾒ�航海3 �����105 ��ｩY��B�神奈川 

8 ��ｨ掠&ﾘ譴�機関2 ��ビ�90 ���ﾉ$ｩfｲ�兵庫 

9 �')gｸﾊ���航海4 ��c��60 ���ｶy8ﾂ�鳥取 

18 �'ﾉ>������機関2 ��c��65 ��ｩ�b�兵庫 

ll �ｩgｹ�ﾉnr�海洋3 ��s��63 舒u�ｸﾚ�,2�兵庫 

12 �:�u(ﾍﾉ��航海2 ��cB�62 �ｨ鈐�山口 

補欠 舒(ﾞ疫(��航海2 ��s��60 佰ﾉ|ｸ�ｲ�兵庫 

平　　均　　　171　　69

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

般のそれは蛸眼同型であるのに対し､眼を切落と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4.3m､遮りの直径7.5C皿､重さ8ないし9kgである)マスト､セール等の嶺装品を

備え帆走も可能である｡漕手はCreWと呼ばれ､艇首側から右舷側の者が1番､同じく左舷側の者が2番､以

下艇尾に向かって交互に3 ･ 4-11･12番と続き､1 ･ 2番をBowmen､ 11･ 12番をStrokenenと称しているo

S trokemenは境潜のピッチを加減する任務を持つ｡鍵屋で舵を握るのが艇長で号令をかけ指揮するのが艇指

拝である｡艇指揮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

タートし､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

がゴールラインに適した時とする｡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順位であ

る｡ピッチ(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分余りであるが､

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分余の聞､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｡カッターレースは､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､利用の巧拙等が見所であり､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｡
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塞_刺__盤ー二塁

1.使用艇の決定

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し､順位決定､敗者復活､及び
決勝レースに使用する艇､コースは､当日の抽選により決定するoオールは､原則として艇に備えている

ものとする｡

2.艇　　鼻

腔員は､艇指揮､艇長､漕手12､補欠2､計16名とする.なお補欠は､全レースを適して2名とし､レ
ース中の交替も自由とする0

3.使用艇搭載物品

使用艇は､所定の物品を搭載するものとする｡
4.出場艇の標識

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はない0
5.発進要領

(1)発進はトグル発進要領に従って行う｡

(2)発動は定刻に行い､原則として変更しない｡ただし､ブイ修正のため､審判長は発動時刻を遅らせる
ことができる｡

(3)艇員の不注意に起因する発進の遅滞等については､これを考慮しない0
6.漕走中の規則､および注意

(1)各掛ま､定められた自己のコニ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oスタートにおいて号砲前に飛び出した

艇も完走しなければならない｡
ただし､自艇の故障およびこれに類する場合を除く｡

(31割､にコースの端を航行して､接触の恐れがある場合には､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､各艇自らこれを忍ぶべきものとす

る｡

ex.風潮､他船の引き波､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故障
7.回頭要領

回頭は左回頭(反時計回り)とする｡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､オールの一部でも接触した場合には､失格とする0
8.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o

(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期)した艇を追い込み艇とする｡以上により判定方

法でも､判定が困難な場合には同着とし､次位を空位とする｡
(3)オールを流したままゴールしても失格としない｡

9.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o
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o

(2) (イ) ｢各艇その位置｣の合図により､かい上げを行ってから､発動までにオールを海面につける行為､

またはトグルを放す行為ないしトグルを持つものが海中に落ちた場合o

(ロ) ｢各艇その位置｣の合図までにトグルを保持しない場合｡

(3)他のコースに進入して､他艇と接触し､または他艇の進路を妨害した喝合o
(4)回頭旗､回頭の方向を間違った場合｡

(5)回頭の際､回頭旗､またはブイに艇､またはオールの一部でも接触した場合o

(6)規定の搭載物品を搭載することなく､競技に出場した場合o

(7)オールを除く規定の搭載物品を流失し､これを揚収することなく競技を続行した場合o
(8)その他､不正行為があった場合｡ただし､失格行為が不可抗力によるものと審判長が認めた場合はこ

の限りではない｡

10.異議申立

(1)各艇の酎旨樺は､発動までに､主催者側に起因し､競技に支障ある不備について､赤旗を掲げたのち

審判員に異議申立をすることができる｡
(2)競技に関する異議申立等は､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

裁決する｡
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脚タワー
｡ミナト神戸一望･パノラマ景観

･営業時間

午前9:00-午後8:30

(年中無休)

12/1-2/末　午後6:30

･入　場　料

神戸海洋博物館
･360度マルチスクリーンと多重映像で見せる/

讐讐撃落) ��Y�ﾃS��冷�小.中学生250円 

共通入場券 ��Y�ﾃs��冷�小.中学生350円 

･営業時間

午前10:00-午後4:30

(月曜日休館)

･交　　通

J R･阪神元町馬尺下車
徒歩10分

市バスll18メリケンパ
ーク下車すぐ

お問い合わせ:神戸市中央区波止場町2-2 TEL (078)391-6751㈹
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SULZER
ES凹』EER

ES凹』岩ER
ズルザージャパン株式会社

事業内容:

火力･原子力発電用蒸気発生装置向け制

御装置等の輸出入､国内販売､設計並び

に開発及び諸技術サービス

パワーシステムセンター

〒651神戸市中央区磯辺通3丁目1番2号

第三建大ビル

電　　　話　078-252-2780

ファックス　078-252-2785

世界経う斉の大動脈を担う

180隻､上400万重量トンという世界大親横を誇るナビ､ソ

クスラインは､その規模を生かして､グローバルな海上輸

送の最前緑において､資源の安定供給に寄与しています｡

Itナヒックス.5イン推定者だ
〒100東京都千代田区一ツ橋一丁日1番1号
TEL(03)3282-7500(代) ◆

関西享等舟JJ
ill

Eヨn脚
-∴二二一　ム⊥　　-■_'　肘.I--~~一山

二■■LL p　　　　　　　_._lJ ./､●.∴T-　I　+ I l I I I--　-ill..三当表壁

･ p､-√--~　∴こ∵

ふ百有高

Eコ

_I.__　一日___　　　　　!●▲

l I T JE I l　暮　Jr Jt t　　{　fl r'

lllltll lllt　　■■■■■■▲■■

fJFB　鵬

メ

こがね(9800
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HOlさ∈ Dot:H
SJNCE 1918

船　舶　検　査　工　事
一　般　修　理　工　事

沖　修　理　工　事　全　般

亮　船　関　連　工　事　全　般

改装工事及　び解撤工事
橋梁､可動橋､水門､旅客楢葉橋､
海洋機器等の製作並びに整備工事

㊥神戸ドック=業我式書紀
Jl本社工場　神戸市兵庫区西出喝1丁目1番8号　〒652

■東京支店　東京番中央区京嶺1丁〔‖番5号(セントラルビル3騰)〒104

■加古川工場　加古川市東沖吉野西井ノロ字芝中301番地　〒675

亨筆力の点検

確かな技楯で航跡
･--･･を見つめます｡

TEL.(078)67 1-230 1 FAX.(078)681-2935

TEL.(03)327 1 1072 1　FAX.(03)327 1 -7385

TEL.(0794)32-6554 FAX.(0ワ94)3 1 -7502

祝第37回全日本カッター競技大会

大阪海水先区水先人会

漕艇部同好会

HENOKAPPA

阪神∴,--_I ≡ -i一幸｡吾妻

カッター同好会　メリケン･ジローズ

キリンビール､アサヒビール､サッポロビール､サントリービール

ご注文は電話1本で配達迅速

電話412-7771番

酒のヤスダ
-14-
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徽社団法人海洋会(同窓団体) 

会長三隅田良書 本部〒102東京蔀千代田区麹町4-5海手センタービル6FTELO3-3262-8632FAXO3-3262-6909 

横浜本缶〒231横浜市中区海岸通1-1TELO45-201-7786 

神戸支部〒650神戸市中央区下山手通3-15-10TELO78-331-3128 

人と嶋尊にやさしい捜鞘が ここに為り乗も 7918年.耕■jAメーカ-として射*したや事スピン帆t,.r t45■■■書*丁も■●■■メ-77-tJtILJJPL,C. 千,苧事スピントルめ+暮事テーマ払. 人とtZ*L=や孝しいテク}取-中小｡ ･!認諾:諾LTTTT;'.7蒜妄芯蒜鵬.:I-:.-.-叫ii.鶴 軍襲撃嘘表意盛一触空きこ, だhLら書もこれからも.榊や印■■さトLL �>I�9��ﾌ乘H�檍����scS���ｸ�9(h匣ｾh児]9,｣I)ｩm｣)MC#�ﾘb�

工東ギ一､∴鳶:i;,:類字.;-ea_∴､. 

i,.-遠出転出一号.--さ, 

li澗野誓緊モ耶Y'J警告讐聖土田-落雷rTr:∴:'Lt 

固[藍護要言E;.0禁=9%65T(i.It4#T目2.30号 

株式会社後藤回漕店 代表取締役社長後藤勝三 〒650神戸市中央区海岸通3丁目2番1号 偬｢��c3x����9?ｩgｸ4ｨ6(5��ｹE�ｩ�X橙��ｸﾕﾙ/液h橙�

TEL.(078)321-2141 事業所:東京.横浜.大阪.大阪南涛 水島.福岡.鹿児島.シンガポール 忠��ｸⅹ�I�Xｧy%ｹ/浦D�(橙��檠+y�冏ｲﾙ|r�竰�

日本郵船株式会社神戸支店 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号 (三宮国際ビル10階) �*�ｘﾚ｢��免f末之菱隧_8*ｹ~簫簫�8uD�4S���や�ﾄﾈｾ8ｩH�檍���耳竧耳爾�

-15-



-9t-

(LIL) 000と　　　　　　　00S L　　　　　　　00O L OOS 0

帝　都　輔　L　輩

鶏鯵

斗館

T老

rTt辛駆鮒

辛bzl



過　去　の　成　績

優勝タイム　ベスト5　1海　保　大　　10-13. 2　　第21回

2　神戸商船大　　10-23. 0　　第8回

3　海　保　大　　10-34. 3　　第10回

4　防　衛　大　　10-50. 2　　第12回　　　　(注)第1回～2回は1海里レース

5　防　衛　大　　10-53. 6　　第27回　　　　　　　　3回以降は2,000mレース

回 僖霾�?｢�･.I 犯ﾂ�2 �2�4 迭�6 途�8 

1 �3"綯�#2�東京 �8ﾈｹ��X蝎�R�東京商船大 ���ｸⅹ�I�R�防衛大 ��X蝎�R�海保大~~ 俾ﾘ髯8y�R�主重大 湯�1.0 
ll-34.3 免ﾂﾓC"繧�12-08.9 ��"ﾓ�R紕�12-08.8 ��"ﾓ�r絣�12-23.5 ��"ﾓ#2絣�

2 �32絣�#R�神戸 �8ﾈｹ��X蝎�R�水違大 �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�
13-16.0 ��2ﾓ�ゅ��13-34.0 ��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�j皇 ��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 ��"ﾓS2紕�12-08.5 ��"ﾓ�ゅR�12-05.3 ��"ﾓ3r繧�12-37.8 ��2ﾓ#R綯�

4 �3R綯絣�横須賀 ���ｸⅹ�I�R�水違大 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�日本犬 ��
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"�"�14-00.0 ��bﾓ#b���

5 �3b絣�#��神戸 �8ﾈｹ��X蝎�R�水違大 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�
16-23.0 ��rﾓ�2���17-26.6 ��rﾓ#偵��17-02.6 ��rﾓ�"綯�17-32.8 ��rﾓC"纈�18-36.5 ��蔦32紕�20-52.4 

6 �3r絣�#r�館山 �8ﾈｹ顫I�I�R�防衛大 ��X���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�日本犬 ��
12-17.0 ��"ﾓ#r���12-53.0 ��2ﾓ�����12-35.0 ��"ﾓC����13-2.3.0 ��"ﾓS����13-03.0 ��2ﾓ#����

7 鳴�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 免ﾂﾓC����ll-45.0 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�水違大 �+xﾞ��R�海技大 �?ｩgｹ�R�
10-23.0 ���ﾓ#偵B�10-32.0 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�
ll-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�
10-34.3 ���ﾓCR���10--55.3 免ﾂﾖﾆﾂ�"�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蝎�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 免ﾂﾓCr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�海技大 忠8ﾈｹ��X蝎�R��
10-50.2 免ﾂﾓ�R�"�ll-10.0 �����ﾖﾆﾂ���ll-17.6 免ﾂﾓ3��"�ll-15.7 免ﾂﾓ3����ll-55.0 ��"ﾓ�r���

13 鼎B絣�#2�j皇 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 �� ��12 一′ヽ 免ﾂﾓ3B���ll-46.1 免ﾂﾓS"綯�12-03.6 免ﾂﾓCb���12-02.4 ��"ﾓ#"���12-48.9 

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�神戸商船大 倅�I�R�電通大 
12-06.0 ��"ﾓ�b繧�12-34.4 ��Bﾓ�b���14-30.4 ��Bﾓ3ゅ"�14-54.0 ��Rﾓ�ゅ��15-ll.0 ��Rﾓ#偵��15-44.0 ��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�日本大 �8ﾈｹ��X蝎�R�水違大 丶9]ｹ�R�三重大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大 ��2�
ll-45.0 ��"ﾓ�"纈�12-36.4 ��2ﾓC"紕�13-09.0 ��2ﾓ#�縒�12-27.8 ��2ﾓ��菘r�13-06.3 ��2ﾓ�B���14-59.8 ��蔦#R�2�

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�水違大 �8ﾈｹ顫I�I�R�日本大 丶8ｵｩ�R�電通大 唳��=��ﾈ餾�R�
ll-01.3 免ﾂﾓ�B���ll-16..1 免ﾂﾓ�r���ll-30.7 免ﾂﾓ3����ll-31.1 免ﾂﾓSR�"�ll-30.4 免ﾂﾓS����12-00.6 ��2ﾓ�ゅR�13-41.6 

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�日本犬 丶8ｵｩ�R� ��一′ヽ 免ﾂﾓ3r綯�ll-50.1 免ﾂﾓS�繧�ll-55.5 免ﾂﾓS"�2�ll-58.9 免ﾂﾓ32纈�ll-43.9 ��"ﾓ�R紕�12-30.9 ��"ﾓSb紕�
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回 僖霾�?｢�場所 ���2 �2�4 迭�6 途�8 湯�10 ����#�2�､8ｵｩ�Y6I,ｩ�Y��=��ﾈ餾�R�

18 鼎偵R����館山 �+xﾞ��R�海保大 ��X���R�神戸商船大 冉���R�東京水産大 俾ﾘ髯8y�ZB�東京商船大 倅�I�R�日本犬 
ll-26.4 免ﾂﾓC����ll-50.0 免ﾂﾓSB�"�12-04.3 免ﾂﾓC"綯�ll--54.2. ��"ﾓ�ゅr�12-28..0 ��"ﾓ3偵��12-38.113-23.413-38.1 三重大 

19 鉄�絣����豊浦 ���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ｸﾊ"�水違大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大 
ll-18.1 免ﾂﾓ#ゅ��ll-44.3 ��"ﾓ�2絣�ll-46.0 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�日本犬 ��X蝎�S｢�三重大 冉���R�東京商船大 ���=��ﾈ餾�Y6I,ｩ�X､8ｵｩ�S�B�
ll-05.4 免ﾂﾓ����"�ll-ll.3 免ﾂﾓ�r綯�ll-26.0 免ﾂﾓ3ゅb�ll-44.8 免ﾂﾓS"綯�ll-41.1 ��"ﾓ���"�12-17.812-26.912-49.5 日本大神奈川歯大電通大海技大 

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蝌4��東海大 �8ﾈｹ顫I�I�R�三重大 
10-13.2 ����ﾓ�b紕�10-25.0 ���ﾓCR繧�10-48.5 ���ﾓ3����ll-05.~0≡ 免ﾂﾓCR���10-42.8 免ﾂﾓ�b���ll-29.311-30.811-40.013-05.4 東海大神奈川歯大電通大 

22 鉄2絣�#��ロ 丶9]ｹ�R�水違大 ���ｸⅹ�I�R�防衛大 �+xﾞ��R�東京水産大 俾ﾘ髯8y�T｣｢�東京商船大 倅�I�R�海技大 呉 免ﾂﾓ���2�ll-12.1 免ﾂﾓ#��"�ll-23.8 免ﾂﾓ3�絣�ll-57.7 ��"ﾓ�偵cｲ��12-21.1 ��"ﾓ��紕�12-07.7 ��"ﾖﾆﾂ���"ﾓ#B纉�2ﾓ�"絣��髯8y�Y��=��ﾈ餾�Y6I,ｩ�Y?ｩgｸﾊ"�

23 鉄B絣�#��江由島 �+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 
12-13.1 ��"ﾓ#�纈�12-25.0 ��"ﾓ3����12-38.4 ��"ﾓ3偵B�12-47.2! ��"ﾓSr�"�13-28.8 ��"ﾓCゅR�13-10.413-43.614-18.213-28.5 

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�Y��=��ﾈ餾�Y6I,ｩ�R�
ll-17.1 免ﾂﾓC2���ll-45.2 免ﾂﾓS2絣�:ll-55.0 免ﾂﾓCb絣�ll-59.1と 免ﾂﾓS偵:B�12-08.1 ��"ﾓ�"紕�12-56.813-16.413--26.8 

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�S｢�長崎大 丶9]ｹ�R�東海大 倅�I�Y��=��ﾈ餾�X､8ｵｩ�Y6B�,ｩ�R�
ll-00.7 免ﾂﾓ�b絣�ll-16.9 ����ﾓ�r���ll-20.3 免ﾂﾓ#2綯�ll-36.4: 免ﾂﾓC"�2�ll-39.6 ��"ﾓ3����12-31.612-34.212-46.212-49.2 

26 鉄r絣��r�EI 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�Rr��日本犬 �+xﾞ��R�東海大 丶8ｵｩ�X����=��ﾈ餾�Y6I,ｩ�R�呉 免ﾂﾓ�R�"�ll-25.5 免ﾂﾓ32縒�ll-39.5 免ﾂﾓ#B紕�ll-34.5 免ﾂﾓ3b綺?��12-08.8 免ﾂﾓSr�"�12-20.8 ��"ﾓS�經�2ﾓ�ゅS�2ﾓ#r紕�

27 鉄ゅR�#��馬堀 冉���R�東京商船大 丶9]ｹ�R�神戸商船大 �?ｩgｸﾊ"�鹿児島大 �+xﾞ��R�東京水産大 倅�I�R�水産大 丶8ｵｩ�Y8ﾈ､9�Y��=��ﾈ餾�Y6I,ｩ�R�
10-53.6 免ﾂﾓ�R綯�ll-10.4 免ﾂﾓ�R���ll-33.2 免ﾂﾓ�"���ll-15.4÷ 免ﾂﾓ�偵��ll-21_0 免ﾂﾓ#2�"�ll-50.812-01.2-12-45_012-58.2 

28 鉄偵R�#��芦屋沖 �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��日本犬 �+xﾞ��R�神戸商船大 �8ﾈ､9�X､8ｵｩ�Y6I,ｩ�Y��=��ﾈ餾�R�
10-57.5 免ﾂﾓ�2�"�ll-21.2 免ﾂﾓ#r紕�ll-32.5 免ﾂﾓ#����ll-26.3 免ﾂﾓ3"繧�ll-36.0 免ﾂﾓ#偵b�12-14.712-21.513-07.813-15.0 

29 田�絣����東京 �8ﾈｹ��X蝎�R�防衛大 ��X蝎�R�鹿児島大 �?ｩgｸﾊ"�海保大 倅�I�R�神戸商船大 �+xﾞ��R�海技大 神戸商船大 ���=��ﾈ餾�Y6I,ｩ�Y8ﾈ､9�Y8ﾈｹ顫I�I�R�､8ｵｩ�Y8ﾈ､9�Y��=��ﾈ餾�Y6I,ｩ�R�
17-12.3 ��ふ3偵��21-08.8 �#�ﾓ�b���24-44.1 ��蔦�"���19-27.4 �#�ﾓSゅR�25-35.8 

30 田�絣����ロ ��X蝎�R�防衛大 �8ﾈｹ��X蝎�R�東京商船大 俾ﾘ髯8y�R�海保大 倅�I�R�長崎大 �?ｩgｹ�R�ゼ呈 一′ヽ 免ﾂﾓ�2���ll-15.0 免ﾂﾓ�b縒�ll-25.5 免ﾂﾓ#偵��ll-50.8 免ﾂﾓSR���ll-58.2 ��"ﾓ��綯�ll-41.0 ��"ﾓ#ゅ3�"ﾓ#ゅ3�"ﾓS偵#�Bﾓ3�繧�

31 田"絣��r�伊勢町 冉���R�神戸商船大 �8ﾈｹ��X蝎�R�水違大 �8ﾈｹ顫I�I�R�鹿児島大 倅�I�R�海保大 �?ｩgｹ�R�東海大 �+xuｸｮ��Y��=��ﾈ餾�X､8ｵｩ�Y6I,ｩ�R�
12-04.0 ��"ﾓ#B���12-26.0 ��"ﾓCゅ��12-52.0 ��"ﾓS"���12-27.0 ��"ﾓ3r���12-50.0 ��"ﾓS����13-04.013-55.014-35.015-31.0 

32 田2絣��r�芦屋沖 �8ﾈｹ��X蝎�R�鹿児島大 丶9]ｹ�R�神戸商船大 �8ﾈ､9�R�東京商船大 ��X蝎�R��日本犬 倅�I�R�防衛大 �+xﾞ��Y��=��ﾈ餾�X､8ｵｩ�Y6I,ｩ�R�
ll-25.0 免ﾂﾓ#r���ll-31.0 免ﾂﾓCb���12-14.0 免ﾂﾓS����12-14.0 ��"ﾓ�"���12-37.0 免ﾂﾓ�偵��12-15.012-28.012-54.0.14-18.0 

33 ��絣�#��ロ 俾ﾘ髯8y�R�東京水産大 ���ｸⅹ�I�R�防衛大 �8ﾈｹ顫I�I�R�水産大 �?ｩgｸﾊ"�海保大 �+xﾞ��R�東海大 倅�I�Y��=��ﾈ餾�Y6I,ｩ�R�iEL 一′ヽ 免ﾂﾓ�r�2�ll-28.0 免ﾂﾓ3����ll-31.5 免ﾂﾓ3b���ll-44.2 ��ﾃ�"ﾓ�b縒�12-08.1 ��"ﾓ#r綯�12-26.2 ��"ﾓ#偵S�"ﾓ3b���Bﾓ3R纈�

34 �"絣��2�東京 �8ﾈｹ��X蝎�R�海保大 �8ﾈｹ顫I�I�R�防衛大 ��X蝎�R�長崎大 �8ﾈ､9�R�神奈川歯大 俾ﾘ髯8y�R�神戸商船大 �?ｩgｹ�Y6I,ｩ�X蓼��X､8ｵｩ�R�
ll-47.9 ��"ﾓ��紕�12-07.2 ��"ﾖﾆﾂ�2�12⊥32.7 ��"ﾓ3b縒�12-42.7 ��2ﾓ3偵B�12-04.0 ��"ﾓ#B紕�13-04.513-56.114-31.215-09.0 

35 �2絣����ロ 俾ﾘ髯8y�R�防衛大 �8ﾈｹ��X蝎�R�神戸商船大 �8ﾈｹ顫I�I�R�東歯大 丶9]ｹ�R�長崎大 ��X蜥��R�日本犬 丶8ｵｩ�Y��=��ﾈ餾�X蓼��Y6I,ｨ自�R�とま 一′ヽ 免ﾂﾒ��r縒�ll-14.7 免ﾂﾓ#ゅb�ll-45.9 免ﾂﾓSゅ��ll-25.2 免ﾂﾓ#b縒�ll-53.3 免ﾂﾓSb綯�12-03.5 ��2ﾓ�R�#�2ﾓ�R縱�2ﾓ3偵c�BﾓCr纈�

36 釘絣��r�伊勢町 丶8�9]ｸ���R�防衛大 �8ﾈｹ顫I�I�R�水産大 �8ﾈｹ��X蝎�R�日本大 �+xﾞ��R�鹿児島大 ���=��ﾈ餾�R�神戸商船大 �8ﾈ､9�X蓼��Y6I,ｩ�R�
12-43.0 ��"ﾓSR�"�13-12.6 ��2ﾓ�ゅ��13-21.2 ��2ﾓCR�"�14-37.5 ��Bﾓ3r絣�16-29.4 ��"ﾓ�"綯�12-34.714-03.514-59.8 
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8 湯�10 免ﾂ�12 ��2�

東京商船大 倅�I�R�日本大 丶8ｵｩ�R�電通大 ���=��ﾈ餾�R�

12-18.7 ��"ﾓ#ゅ��12-39.1 ��"ﾓ3ゅ��13-23.4 ��2ﾓ3ゅ��

水産大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大 倅�I�R� ��

ll-59.2 ��"ﾓ��綯�13-19.4 ��RﾓS�纈�

三重大 冉���R�東京商船大 ���=��ﾈ餾�R�電通大 丶8ｵｩ�R�14 

ll-52.6 免ﾂﾓC����12-01.2 ��"ﾓ�r繧�12-26.9 ��"ﾓC偵R�

東海大 �8ﾈｹ顫I�I�R�三重大 �?ｩgｸﾊ"�神奈川歯大 �6I,ｩ�R�海技大 

ll-45.0 ���ﾓC"繧�ll-16.0 免ﾂﾓ#偵2�ll-30.8 免ﾂﾓC����13-05.4 

東京商船大 倅�I�R�海技大 �8ﾈ､9�R�神奈川歯大 �6I,ｩ�R� 

12-21.1 ��"ﾓ��紕�12-07.7 ��"ﾖﾆﾂ���12-24.9 ��2ﾓ�"絣�

三重大 �8ﾈｹ顫I�I�R�海技大 俾ﾘ髯8y�R�神奈川歯大 �6I,ｩ�R�日本大 

12-57.2 ��2ﾓ#ゅ��12-48.5 ��2ﾓ��紕�13-43.6 ��Bﾓ�ゅ"�13-28.5 

防衛大 ���ｸⅹ�I�R�東海大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大 �6I,ｩ�R� 

ll-59.3' ��"ﾓ�ゅ��12-12.4 ��"ﾓSb繧�13-16.4 ��9?�璽#b繧�

長崎大 丶9]ｹ�R�東海大 倅�I�R�神奈川歯大 丶8ｵｩ�R�電通大 

ll-42.3 免ﾂﾓ3偵b�12-30.0 ��"ﾓ3�綯�12-34.2 ��"ﾓCb�"�12-49.2 

日本大 �+xﾞ��R�東海大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大 �6I,ｩ�R� 

12-08.8 免ﾂﾓSr�"�12-20.8 ��"ﾓS�絣�13-18,5 ��2ﾓ#r紕�

東京水産大 倅�I�R�水産大 丶8ｵｩ�R�東海大 ���=��ﾈ餾�R�電通大 

ll-19.0 免ﾂﾓ#����ll-23.2 免ﾂﾓS�繧�12-01.2 蔦�"ﾓCR���12-58.2 

日本大 �+xﾞ��R�神戸商船大 �8ﾈ餾�R�海技大 �6I,ｩ�R�神奈川歯大 

ll-32.8 免ﾂﾓ3b���ll-29.6 ��"ﾓ�B縒�12-21.5 ��2ﾓ�r繧�13-15.0 

神戸商船大 20-58.5 �+xﾞ��R�#Rﾓ3R繧�海技大 ���=��ﾈ餾�R�電通大 �8ﾈ､9�R�東京商船大 

長崎大 �?ｩgｹ�R�神戸商船大 丶8ｵｩ�R�東海大 ���=��ﾈ餾�R�電通大 

.ll-58.2 ��"ﾓ��綯�ll-41.0 ��"ﾓ#ゅ2�12-28,3 ��"ﾓS偵"�14-31.8 
喜海保大 �?ｩgｹ�R�東海大 �+xﾞ��R�神奈川歯大 丶8ｵｩ�R�電通大 

･12-37.0 ��"ﾓS����12-50.0 ��2ﾓ�B���13-55.0 ��Bﾓ3R���15-31.0 

日本大 倅�I�R�防衛大 �+xﾞ��R�神奈川歯大 丶8ｵｩ�R�電通大 

12-12.0 ��"ﾓ3r���ll-19.0 ��"ﾓ�R���12-28.0 ��"ﾓSB����14-18.0 

海保大 �+xﾞ��R�東海大 倅�I�R�神奈川歯大 �6I,ｩ�R� 

12-08.1 ��"ﾓ#r綯�12-26.2 ��"ﾓ#偵R�12-36.0 ��Bﾓ3R纈�

神奈川歯大 俾ﾘ髯8y�R�神戸商船大 �?ｩgｹ�R�電通大 倅�I�R�海技大 

13-39.4 ��"ﾓ�B���12-24.4 ��2ﾓ�B絣�13-56.1 ��Bﾓ3��"�15-09.0 

長崎大 ��X蜥��R�日本大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大 倅�I�R�電通■大 

ll-53.3 免ﾂﾓSb綯�12-03.5 ��2ﾓ�R�"�13-15.7 ��2ﾓ3偵b�14-47.9 

鹿児島大 ���=��ﾈ餾�R�神戸商船大 �8ﾈ､9�R�三重大 �6I,ｩ�R�

14-37.5 ��bﾓ#偵B�12-12.6 ��"ﾓ3B縒�14-03.5 ��BﾓS偵��

l･



8 湯�10 免ﾂ�12 ��2�

東京商船大 倅�I�R�日本大 丶8ｵｩ�R�電通大 ���=��ﾈ餾�R�

12-18.7 ��"ﾓ#ゅ��12-39.1 ��"ﾓ3ゅ��13-23.4 ��2ﾓ3ゅ��

水産大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大 倅�I�R� �2�
ll-59.2 ��"ﾓ��綯�13-19.4 ��RﾓS�纈�

三重大 冉���R�東京商船大 ���=��ﾈ餾�R�電通大 丶8ｵｩ�R�14 

ll-52.6 免ﾂﾓC����12-01.2 ��"ﾓ�r繧�12-26.9 ��"ﾓC偵R�

東海大 �8ﾈｹ顫I�I�R�三重大 �?ｩgｹ�R�神奈川歯大 �6I,ｩ�R�海技大 

ll-45.0 ���ﾓC"繧�ll-16.0 免ﾂﾓ#偵2�ll-30.8 免ﾂﾓC����13-05.4 

東京商船大 倅�I�R�海技大 �8ﾈ､9�R�神奈川歯大 �6I,ｩ�R� 

12-21.1 ��"ﾓ��紕�12-07.7 ��"ﾖﾆﾂ���12-24.9 ��2ﾓ�"絣�

三重大 �8ﾈｹ顫I�I�R�海技大 俾ﾘ髯8y�R�神奈川歯大 �6I,ｩ�R�日本大 

12-57.2 ��2ﾓ#ゅ��12-48.5 ��2ﾓ��紕�13-43.6 ��Bﾓ�ゅ"�13-28.5 

防衛大 ���ｸⅹ�I�R�東海大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大 �6I,ｩ�R� 

ll-59.3､ ��"ﾓ�ゅ��12-12.4 ��"ﾓSb繧�13-16.4 ��9?�璽#b繧�

長崎大 丶9]ｹ�R�東海大 倅�I�R�神奈川歯大 丶8ｵｩ�R�電通大 

ll-42.3 免ﾂﾓ3偵b�12-30.0 ��"ﾓ3�綯�12-34.2 ��"ﾓCb�"�12-49.2 

日本大 �+xﾞ��R�東海大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大 �6I,ｩ�R� 

12-08.8 免ﾂﾓSr�"�12-20.8 ��"ﾓS�絣�13-18.5 ��2ﾓ#r紕�

東京水産大 倅�I�R�水産大 丶8ｵｩ�R�東海大 ���=��ﾈ餾�R�電通大 

ll-19.0 免ﾂﾓ#����ll-23.2 免ﾂﾓS�繧�12-01.2 蔦�"ﾓCR���12-58.2 

日本大 �+xﾞ��R�神戸商船大 �8ﾈ､9�R�海技大 �6I,ｩ�R�神奈川歯大 

ll-32.8 免ﾂﾓ3b���ll-29.6 ��"ﾓ�B縒�12-21.5 ��2ﾓ�r繧�13-15.0 

神戸商船大 20-58.5 �+xﾞ��R�#Rﾓ3R繧�海技大 ���=��ﾈ餾�R�電通大 �8ﾈ､9�R�東京商船大 

長崎大 �?ｩgｹ�R�神戸商船大 丶8ｵｩ�R�東海大 ���=��ﾈ餾�R�電通大 

ll-58.2 ��"ﾓ��綯�ll-41.0 ��"ﾓ#ゅ2�12-28.3 ��"ﾓS偵"�14-31.8 

海保大 �?ｩgｹ�R�東海大 �+xﾞ��R�神奈川歯大 丶8ｵｩ�R�電通大 

!12-37.0 ��"ﾓS����12-50.0 ��2ﾓ�B���13-55.0 ��Bﾓ3R���15-31.0 

:日本大 倅�I�R�防衛大 �+xﾞ��R�神奈川歯大 丶8ｵｩ�R�電通大 

12-12.0 ��"ﾓ3r���ll-19.0 ��"ﾓ�R���12-28.0 ��"ﾓSB����14-18.0 

海保大 �+xﾞ��R�東海大 倅�I�R�神奈川歯大 �6I,ｩ�R� 

12-08.1 ��"ﾓ#r綯�12-26.2 ��"ﾓ#偵R�12-36.0 ��Bﾓ3R纈�

神奈川歯大 俾ﾘ髯8y�R�神戸商船大 �?ｩgｹ�R�電通大 倅�I�R�海技大 

13-39.4 ��"ﾓ�B���12-24.4 ��2ﾓ�B絣�13-56.1 ��Bﾓ3��"�15-09.0 

長崎大 ��X蜥��R�日本大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大 倅�I�R�電通大 

ll-53.3 免ﾂﾓSb綯�12-03.5 ��2ﾓ�R�"�13-15.7 ��2ﾓ3偵b�14-47.9 

鹿児島大 ���=��ﾈ餾�R�神戸商船大 �8ﾈ､9�R�三重大 �6I,ｩ�R�
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時刻 偃ﾙm｢�コース 俔ｩkﾂ�艇 �(X��タイム 

9:30開会式 

10:30 冰ﾉ���c�8ﾈ�ｸ5��1 �� �� 

2 �� �� 

3 �� �� 

4 �� �� 

5 �� �� 

ll:00 冰ﾉ���c(8ﾈ�ｸ5��1 �� �� 

Z2 �� �� 

3 �� �� 

4 �� �� 

ll:30 冰ﾉ���c88ﾈ�ｸ5����1 �� �� 

2 �� �� 

I 3 �� �� 

24 �� �� 

昼食.休憩 

14:00 侭G8�)Yﾈｨ�8ﾈ�ｸ5��1 ��I �� 

2 �� �� 

3 �� �� 

J4 �� �� 

5 �� �� 

14:30 傀x肩ﾈ�.�8ﾈ�ｸ5��1 �� �� 

2 �� �� 

3 �� �� 

4 �� �� 

5 �� �� 

15:00 佇飲�8ﾈ�ｸ5��1 �� �� 

2 �� �� 

3 �� �� 

4 �� �� 

5 �� �� 

15:30閉会式 
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