
第39回　全日本カッター競技大会
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第39回全日本カッター競技大会実施要領

1　日　　　時:平成7年5月20日(土)　0830-1545

(予備:5月21日(冒)　0830-1545)

2　場　　所:防衛大学校走水海上訓練場及び横須賀市伊勢町海岸沖

3　参　加　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

東海大学

東京商船大学

4　競技等予定:0830

0930

0950

1040

1 1 50

14 1 0

1430

1 530

東京水産大学

長崎大学

日本大学

防衛大学校

三重大学

(以上.1 2校)

開会式

予選第1レース(4校)

予選第2レース(4校)

予選第3レース(4校)

敗者復活レース(5校)

順位決定レース(4校)

決勝レース(4校)

閉会式

5　競技規定:当大会競技規定による｡



第39回　全日本カッター

競技大会を迎えて

防衛大学校長　　松本　三郎

薫風かおる5月､さまざまな船舶が編棒する浦賀水道を間近に見るここ横須賀にお

いて､全国の海事に関係する大学及び大学校カッター部の参加を得て､第39回全日

本カッター競技大会が開催されますことは､誠に喜びに耐えないところであります｡

特に､去る1月の｢阪神大震災｣による被害にもかかわらず､競技に参加される神

戸商船大学端艇部の諸君のその熱意と努力に深く敬意を表します｡

さて､カッター競技は海上において､平素から鍛錬した強靭な体力と不擁不屈の精

神力に裏付けられたクルー1人1人のとう漕技術と､艇指揮を中心とした艇全体のチ

ームワーククルーの優劣を競うスポーツであります｡

カッターは忍耐力や克己心を要求される厳しいスポーツではありますが､各種マリ

ンスポーツが華やかな今日においても､シーマンとしての基本を最も身近に修得でき､

海を愛する若者が青春を賭けるのに相応･しいものと思います｡

各校の選手諸君は､日頃の厳しい練習によって培われたとう漕技術とチームワーク

を遺憾なく発揮して好レースを展開され､また､本大会を通じて一層友好を深められ

ることを期待しております｡

おわりに､本大会の開催に当たり､ご支援､ご協力賜りました関係各位に対し､深

甚なる謝意を申し上げ､あわせて競技大会の成功を心から祈念いたします｡

平成7年5月
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大　会　役　員

.A
こZ三 長　全日本カ　ッ　ター連盟会衰

大　会　会　長　防　衛　大　学　校　長

大会副会長　防　衛　大　学　校　幹　事

競技委員長　防　衛　大　学　校　訓　練　部　長

競技運営委員長　防衛大学校短艇委員会部長

審判委員長　防衛大学校第2大隊首席指導教官

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

東　海　大　学

東京商船大学

東京水産大学

長　崎　大　学

日　本　大　学

防衛大学校

三　重　大　学

大　会　支　援

防　衛　大　学　校

防衛大学校短艇委員会
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出　漕　ク　ル　ー

海上保安大学校　　顧問　山門多粋人

氏　　　名　　　　　　科.学年　　　　　身長(cm)

主　将　　　　奥　田　寅　康　　　　航海･4　　　　　170

体重(kB)　　　　　　出身校　　　　県名

64　　　　　　　　成　城　　　　東　京

主　務　　　大　戸　貴　之　　　航海･3　　　　175　　　　　73　　　　国学院大学栃木　栃　木

艇指揮　　　奥　田　琵　康　　　航海･4　　　　170　　　　　64　　　　　　成　城　　　東　京

艇　長　　　　辻　本　孝　清　　　　機関･3

1　　　　　永　島　隆　久　　　　　　　　2 176　　　　　　　60　　　　　　芝浦工夫附属拍　茨　城

2　　　　　佐　伯　直　樹　　　　　　　2　　　　172　　　　　　60　　　　　　　　光　　　　山　口

4　　　　大牟田　隆　文　　　　　　2　　　　173　　　　　　76　　　　　　鶴　丸　　　鹿児島

5　　　　大　場　伊佐大　　　　　　2　　　　174　　　　　　71　　　　　　諌　早　　　長　崎

6　　　　杉　山　勝　彦　　　機関･3　　　　166　　　　　　65　　　　　　愛　知　　　愛　知

7　　　　大　戸　貴　之　　　航海･3　　　　175　　　　　　73　　　　国学院大学栃木　栃　木

8　　　　　原　武　義　和　　　　　　　2　　　　166　　　　　　65　　　　　　　伝習館　　　福　岡

9　　　　鎌　田　忍　　　　　　　2　　　　172　　　　　60　　　　　　番城西　　　宮　崎

10　　　　浜　田　哲　郎　　　航海.4　　　　171　　　　　66　　　　　　　鹿　屋　　　鹿児島

11　　　　渡　部　光　人　　　航海･3　　　　168　　　　　　55　　　　　　　米子東　　　鳥　取

12　　　　前　田　好一郎　　　　　　　2　　　　162　　　　　　59　　　　　　　豊　浦　　　山　rj

鹿児島大学
氏　　　名

主　将　　　　岩　切　　妻

顧　問　　松　野　保　久

科･学年　　　　　身長(cm)

生産･ 3　　　　　　167

休重(kg)　　　　　出身校　　　　県名

6 1　　　　　　　都城西　　　　鹿児島

主　務　　　　亜　秀　人　　　水産･2　　　　177　　　　　　61　　　　　　京　都　　　福　岡

艇指揮　　　中　釜　成　人　　　水産.2　　　　160　　　　　57　　　　　　笠　捗　　　鹿児島

艇　長　　　鳥　居　聴　尚　　　増殖･3　　　　174　　　　　　62　　　　　　玉　龍　　　鹿児島

1　　　　坂　田　和　恒　　　増殖･3　　　　181　　　　　75　　　　　　　鯨本西　　　鹿　本

2　　　　　田　平　　誠　　　　　航海･3　　　　171　　　　　67　　　　　　　甲　南　　　鹿児島

3　　　　　徳　永　健　治　　　　生産･3　　　　168　　　　　　61　　　　　　甲　南　　　鹿児島

4　　　　　松　木　宏　樹　　　　生産･3　　　　　170　　　　　　58　　　　　　　宮崎西　　　宮　埼

5　　　　　岩　切　　室　　　　　生産.3　　　　167　　　　　　61　　　　　　番城西　　　鹿児島

6　　　　　上　野　童　弘　　　　水産･2　　　　163　　　　　　68　　　　　　別府青山　　　大　分

7　　　　　岩　村　靖　堆　　　　航海･3　　　　　174　　　　　　62　　　　　　　笠　岡　　　岡　山

8　　　　　小　倉　和　明　　　　水産･2　　　　172　　　　　　67　　　　　　　東　迩　　　愛　知

9　　　　　藤　本　　仁　　　　水産･　　　　　162　　　　　　65　　　　　　　八　鹿　　　兵　庫

10　　　　良　木　　篤　　　　生物･3　　　　178　　　　　　60　　　　　　　新　宮　　　福　岡

11　　　　塩　溝　健二郎　　　増殖･3　　　　169　　　　　　58　　　　　　　鹿児島　　　鹿児島

12　　　　江　川　　穀　　　　　食糧･3　　　　167　　　　　　57　　　　　　　諌　早　　　長　崎

補　欠　　　馬　龍　畠　麿　　　　水産･2　　　　160　　　　　　63　　　　　　　伊集成　　　鹿児島

補　欠　　　　　藤　　秀　人　　　　水産･2　　　　177　　　　　　61　　　　　　京　都　　　福　岡
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出　漕　ク　ル　ー

神奈川歯科大学　　顧問

主将　　藤氏谷崇名人　　晶等

溝　山　徳　行

身長(cm)
175

体重(kB)　　　　出身故　　　県名

60　　　　　　　日　川　　　山　梨

主　務　　　　斉　田　　勲 歯学･4　　　165　　　　月0　　　　　大　津　　神奈川

艇指揮　　　小　村　窓　　　　歯学･4　　　160　　　　　45
県立米原　　　滋　賀

艇　長　　　斉　田　勲　　　　歯学.4　　　　170　　　　　60
大　坪　　　神奈川

明　石　大　介　　　歯学･4　　　180　　　100　　　　開成　　東　京

2　　　　松　井･幸　一　　　歯学.3　　　　180　　　　100
灘　　　　兵　庫

3　　　小　池　軍　平　　　歯学･6　　　180　　　　70　　　　　横浜　　神奈川

4　　　　山　崎　浮　司　　　歯学･6　　　175　　　　　60　　　　春El部協栄　　埼　玉

5　　　　田　中　隆　之　　　歯学･5　　　155　　　100　　　　　初　声　　神奈川

6　　　川　俣　奉　　　歯学･6　　　180　　　　70　　　　　日大山形　　山　形

7　　　♯　谷　崇　人　　　歯学･5　　　175　　　　60　　　　　日　川　　山　梨

8　　　橋　本　啓　史　　　歯学･5　　　174　　　　60　　　　　尾道北　　広　島

9　　　松　摘　新太郎　　　歯学･3　　　175　　　　55　　　　　高知学芸　　高　知

10　　　仲　尾　昌　彦　　　歯学･5　　　185　　　100　　　　沖耗向学　　沖　耗

11　　　富士田　謙　介　　　歯学･3　　　175　　　　　65　　　　　神戸高塚　　兵　庫

12　　　柴　田　武　士　　　歯学･4　　　180　　　　　70　　　　　藤枝東　　静　岡

補　欠　　　佐々木　公　子　　　歯学･3　　　155　　　　40　　　　　東亜学園　　東　京

神戸商船大学　　　顧問

氏　　　名　　　　　　科･学年

主　将　　　　村　越　知　史　　　　機関･4

古　荘　雅　生

身長(cm)
187

体重(kg)　　　　　出身校　　　　県名

100　　　　　伊佐谷北　　　兵　庫

主　務　　/J､壕　徹　也　　　機関･4　　　171　　　　64　　　　　乙　調　　京　都

艇指揮　　　渡　遵　丈　洋　　　航海･4　　　171　　　　62　　　　　岐阜北　　岐　阜

艇　長　　　小　倉　伸　介　　　航海･4　　　168　　　　58　　　　　浜松西　　静　岡

1　　　川　畑　徹　治　　　航海.3　　　173　　　　63　　　　　倉敷南　　岡　山

2　　　　寺　尾　晃　一　　　航海･3　　　172　　　　59　　　　　豊田南　　愛　知

3　　　　　林　　則　　　　航海･2　　　178　　　　68　　　　　鹿児島中央　鹿児島

4　　　　藤　田　吾　郎　　　航海･4　　　164　　　　60　　　　　下　松　　山　口

5　　　　岩　崎　由　周　　　航海･4　　　171　　　　64　　　　　　日　陵　　兵　庫

6　　　　竹　内　英　治　　　横網･4　　　168　　　　69　　　　　相　生　　兵　庫

7　　　　　志　重　箱　　　機関.2　　　173　　　　72　　　　　大　島　　鹿児島

8　　　　村　越　知　史　　　機関･4　　　187　　　　100　　　　　伊佐谷北　　兵　庫

9　　　　山　下　裕　史　　　機関･2　　　175　　　　60　　　　　鹿　島　　佐　賀

10　　　益　田　邦　和　　　動力･2　　　　179　　　　　65　　　　　　守山北　　滋　賀

11　　　田　中　敬　規　　　航海･2　　　　163　　　　　58　　　　　　龍　野　　兵　庫

12　　　小　椋　徹　也　　　機関･4　　　171　　　　64　　　　　　乙　訓　　京　者

補　欠　　　森　岡　愛　美　　　海洋･4　　　163　　　　　　　　　　　高　石　　大　坂

補　欠　　　山　田　洪　文　　　横図･2　　　170　　　　62　　　　　大　塚　　大　阪
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出　漕　ク　ル　ー

水産大学校　　　顧問　高島束夫

氏　　　名　　　　　科･学年　　　　　身長(al)　　体重(kg)　　　　　出身校　　　　県名

旭　　庫　朗　　　　漁業･3　　　　　170　　　　　　68　　　　　　　香　住　　　兵　庫

日　好　忠　久　　　漁業･3　　　　175　　　　　　64　　　　　　東　金　　　千　葉

青　島　醸　也　　　親閲.2　　　　166　　　　　　63　　　　　　島　田　　　静　岡

高　輪　二　郎　　　漁業･2　　　　165　　　　　　65　　　　　　日大第三　　神奈川

重　松　一　帯　　　機関･3　　　　178　　　　　　64　　　　　　　呉宮原　　　広　島

日　好　意　久　　　漁業･3　　　　175　　　　　　64　　　　　　東　金　　　千　葉

古　寺　雅　也　　　漁業･2　　　　178　　　　　67　　　　　　香　住　　　兵　庫

竜　永　嘉　粧　　　繊網･2　　　　174　　　　　70　　　　　　東福岡　　　福　岡

正　木　友　之　　　漁業･3　　　　170　　　　　　66　　　　　　　戸　畑　　　福　岡

田　中　則　　　　漁業･3　　　　170　　　　　　62　　　　　　　若　狭　　　福　井

地　建　朗　　　漁業･3　　　　170　　　　　　68　　　　　　　香　住　　　兵　庫

大　司　一　人　　　裁姻･3　　　　180　　　　　　80　　　　　　八　描　　　福　岡

工　藤　大　典　　　機的･3　　　　172　　　　　　70　　　　　　　八戸北　　　青　森

山　本　昔　堆　　　載造.3　　　　178　　　　　　68　　　　　　香　住　　　兵　庫

後　藤　洋　一　　　漁業･3　　　　163　　　　　　58　　　　　　三崎水産　　神奈川

隼　田　真　琴　　　漁業.3　　　　161　　　　　57　　　　　　　滝　　　　愛　知

畑　秀　正　　　漁業･2　　　　170　　　　　　64　　　　　　三　重　　　三　重

補　欠　　　島　巷　寛　明　　　機関･2　　　　170　　　　　75　　　　　　高知西　　　高　知

東海大学　　　　　顧問　花房元頭

主将　　内氏田啓名介　海農若4　荒(cn)
体重(kg)　　　　　出身校　　　　県名

70　　　　　　　　千葉西　　　　千　葉

主　務　　　南　里　英　一　　船舶エ･4　　　　167　　　　　61　　　　　横浜革嵐　　神奈川

艇指揮　　　新　宅　貴　弘　　船舶エ･4　　　　175　　　　　65　　　　　　生田東　　神奈川

艇　長　　　平　井　史　奉　　船舶エ･4　　　　170　　　　　63　　　　　　蒲　郡　　　愛　知

鈴　木　竜　爾　　海洋科･4　　　　170　　　　　65　　　　　　船楕西　　　千　葉

杉　浦　友　紀　　海洋土木工･4　　185　　　　　80　　　　　八千代商陰　　千　葉

松　井　伸　元　　海洋資源･3　　　173　　　　　63　　　　　　藤沢西　　神奈川

内　田　啓　介　　海洋土木工･4　　175　　　　　70　　　　　千葉西　　千　葉

平　野　真　至　　水産開発.3　　　186　　　　　78　　　　　　浜松北　　　静　岡

内　田　啓　介　　　土木.3　　　　175　　　　　68　　　　　千葉西　　千　葉

希　望　英　一　　船舶=･4　　　　167　　　　　61　　　　　横浜牢嵐　　神奈川

北　山　剛　史　　　水産･4　　　173　　　　　65　　　　　撲山東　　兵　庫

小手川　誠　　　　水産･3　　　　175　　　　　80　　　　　別府西　　大　分

大久保　省　吾　　　水産･3　　　165　　　　55　　　　　成田国蘇　　千　葉

樋　口　潤　也　　　水産･3　　　167　　　　　80　　　　　大阪学屍　　大　鹿

町　井　卓　也　　航海工･4　　　166　　　　　69　　　　八千代滴陰　　千　葉

粕　川　志　三　　海洋資茜卜3　　168　　　　61　　　　喜多方西　　福　島

松　岡　裕　之　　海洋資源･3　　167　　　　63　　　　　菖良野　　北海道
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出　漕　ク　ル　ー

東京商船大学　　　顧問　吉田卓也

主将　　偏氏屋元名道　流品宗fF4　197ia5'a)
体重(kg)　　　　　出身校　　　　県名

75　　　　　　　　大　島　　　　鹿児島

主　務　　　和　泉　康　　　流通情報･4　　　174　　　　　70　　　　　　宇都宮　　　栃　木

艇指揮　　　首　藤　祐　希　　　航海･4　　　169　　　　　63　　　　　静岡市立　　静　岡

艇　長　　　中　西　啓　　　　航海･2　　　171　　　　68　　　　　志学鯨　　　千　葉

1　　　辻　蕃　淳　　　　航海･4　　　　168　　　　　64　　　　　大数大府　　大　阪

2　　　　須　賀　達　彦　　　航海･4　　　　170　　　　　71　　　　　小石川　　　東　京

3　　　　山　本　位太郎　　　航海･3　　　　166　　　　　70　　　　　東大和南　　東　京

4　　　　原　田　剛　　　　機関･2　　　　176　　　　　62　　　　　　井　原　　　岡　山

5　　　　和　泉　廉　　　流通情報･4　　　174　　　　　70　　　　　　宇都宮　　　栃　木

6　　　　偏　屋　元　道　　流通情報･4　　　175　　　　　75　　　　　　大　島　　　鹿児島

7　　　　中　嶋　尚　之　　　航海･4　　　169　　　　　74　　　　　八　描　　　福　岡

8　　　　加　藤　友紀浩　　　機関･3　　　　178　　　　　70　　　　　　成　城　　　東　京

9　　　　渡　合　売　　　　航海･2　　　　174　　　　　74　　　　　　鶴岡南　　　山　形

10　　　野　口　孝　男　　交通電子･2　　　172　　　　　72　　　　　　安城東　　　愛　知

11　　　真　野　武　弘　　　航海･3　　　　162　　　　　65　　　　　　長　泉　　　静　岡

12　　　　小　宮　俊太郎　　交通電子･3　　　173　　　　　68　　　　　　安　房　　　千　葉

補　欠　　　松　井　祐　希　　流通情報･2　　　171　　　　71　　　　　三国丘　　　大　板

補　欠　　　深　田　健　二　　流通情報･2　　　168　　　　　67　　　　　　福島東　　　福　島

東京水産大学　　　顧問　林原利治

主将　　高氏構素名光　資品孟*4　197ia4'm)
体重(kg)　　　　　出身校　　　　県名

67　　　　　　　　長　田　　　　兵　庫

主　務　　　徳　永　秀　成　　資源管理.4　　　175　　　　　73　　　　　　市　川　　　千　葉

艇指揮　　　高　楕　素　光　　資源管理･4　　　174　　　　　67　　　　　　長　田　　　兵　庫

艇　長　　　由　山　恥　武　　資源育成･4　　　173　　　　　69　　　　　　越谷北　　　埼　玉

1　　　　人東成　重　機　　海洋生産･4　　　175　　　　　73　　　　　作新学院　　栃　木

2　　　　　福　能　裕　康　　　食品生産.3　　　　166

3　　　　　植　松　宏　和　　　海洋生産.3　　　　172

62　　　　　　　　釣　込　　　　東　京

65　　　　　　　　高松西　　　　香　川

4　　　　金　田　友　孝　　食品生産･3　　　165　　　　　60　　　　　武歳野北　　東　京

5　　　　徳　永　秀　成　　資源管理･4　　　175　　　　　73　　　　　　市　川　　　千　葉

6　　　　三　田　守　昭　　食品生産･4　　　172　　　　　82　　　　　明治学院　　東　京

7　　　　久保田　孝　　　海洋生産･3　　　175　　　　　72　　　　　　調布北　　　東　京

8　　　　加　藤　達　樹　　海洋生産･4　　　171　　　　72　　　　　　海老名　　　神奈川

9　　　　神　国　直　哉　　海洋生産･3　　　172　　　　　63　　　　　　木更樺　　　千　葉

10　　　　堀　井　寿　生　　食晶生産･2　　　162　　　　　62　　　　　　百合丘　　　神奈川

11　　　佐　野　幸　輔　　資源育成.3　　　174　　　　　68　　　　　　藤沢西　　　神奈川

12　　　　村　川　恭　彦　　食品生産･3　　　167　　　　　65　　　　　　諌　早　　　長　崎

補　欠　　　松　沢　清　一　　海洋生産･3　　165　　　　　65　　　　　長野吉田　　長　野

補　欠　　　岸　本　孝　和　　資源管理.2　　177　　　　　66　　　　　桑　名　　三　重
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出　漕　ク　ル　ー

防衛大学校　　　　顧問　西田利雄

氏　　　名　　　　　　科･学年　　　　　身長(cm)

主　将　　　　坂　井　哲　哉　　　応用化学･4　　　　175

体重(kg)　　　　　　出身校　　　　県名

66　　　　　　　　竹　田　　　　大　分

主　務　　　　井　上　善　博　　材料物性工学･2　　　172　　　　　　65　　　　　　大阪貿易　　　大　阪

艇指揮　　　　坂　井　智　哉　　　応用化学･4　　　　175　　　　　　66　　　　　　　竹　田　　　大　分

艇　長　　　　　長　　克　夫　　　機械工学･4　　　178　　　　　　67　　　　　　関西大倉　　　大　阪

1　　　　　福　山　義　人　　機械システム･4　　　170　　　　　　65　　　　　　　加治木　　　鹿児島

2　　　　　望　月　　司　　　機械システム･4　　　170　　　　　　　65　　　　　　　　巨　摩　　　　栃　木

3　　　　　野　間　俊　英　　航空宇宙工学･4　　　176　　　　　　75　　　　　　　平壌手工南　　　神奈川

4　　　　　沖　重　大　樹　　　電気工学.4　　　　173　　　　　　72　　　　　　　横　浜　　　神奈川

5　　　　　井　関　敏　幸　　材料物性工学･4　　　172　　　　　　70　　　　　　　野　村　　　愛　媛

6　　　　　村　上　　浮　　　　地球科学.3　　　　175　　　　　　72　　　　　　　姫路西　　　兵　磨

7　　　　　小　宮　浩　司　　機械システム.3　　　180　　　　　　　73　　　　　　　　市ヶ尾　　　神奈川

8　　　　　役　田　壮　士　　機械システム･4　　　175　　　　　　　70　　　　　　　　日　進　　　　愛　知

9　　　　　′J､河　邦　生　　機械システム･3　　　176　　　　　　　67　　　　　　　　沼津東　　　静　岡

10　　　　　中　西　啓　種　　航塑字箇工学･4　　　175　　　　　　72　　　　　　　西武文理　　　埼　玉

11　　　　坂　井　　貞　　　　電気工学･3　　　　166　　　　　　　61　　　　　　　済々糞　　　熊　本

12　　　　大　石　和　浩　　航垂手簡工学･4　　　172　　　　　　67　　　　　　　郡　上　　　岐　阜

補　欠　　　　上　田　　周　　　機械システム.3　　　178　　　　　　64　　　　　　　小　倉　　　福　岡

補　欠　　　　浦　沢　禎　之　　輪密機械工学･3　　168　　　　　　65　　　　　　　東葛飾　　　千　葉

三重大学
氏　　　名

主　将　　　　　辻　　洋　文

顧　問　　小　林　　裕

科･学年　　　　　身長(cm)

水産･3　　　　　175

体重(kg)　　　　　出身校　　　　県名

65　　　　　　　　富田林　　　　大　阪

主　務　　　　乙　部　昌　宏　　　　建築･3　　　　　175　　　　　　63　　　　　　　静　岡　　　静　岡

艇指揮　　　　藤　門　秀　幸　　　分子素材･3　　　　174　　　　　　68　　　　　　　夕梅丘　　　大　阪

艇　長　　　　高　閲　　実　　　　　土木･3　　　　　162　　　　　　80　　　　　　　南　騒　　　京　都

1　　　　　沖　田　健太郎　　　　社会･2　　　　　175　　　　　　60　　　　　　　守　山　　　滋　賀

2　　　　　苗　村　和　彦　　　　土木･2　　　　　189　　　　　　　68　　　　　　　　北　野　　　大　坂

3　　　　　見　並　英　明　　　　建築･4　　　　　176　　　　　　65　　　　　　　　沖　　　　三　重

4　　　　　中　沢　宏　介　　　森林資源･2　　　　173　　　　　　75　　　　　　　岐　山　　　岐　阜

5　　　　　　辻　　洋　文　　　　水産･3　　　　　175　　　　　　65　　　　　　　富田林　　　大　阪

6　　　　　中　村　康　司　　生物生産機械･3　　　178　　　　　　66　　　　　　　京都威章　　　京　都

7　　　　　乙　部　昌　宏　　　　建築･3　　　　　175　　　　　　63　　　　　　　静　岡　　　静　岡

8　　　　　木　村　健太郎　　　　建築.3　　　　　172　　　　　　68　　　　　　　丹　羽　　　愛　知

9　　　　　　養　　偉　平　　　　水塵･2　　　　　170　　　　　　59　　　　　　　春　日　　　福　岡

10　　　　羽　生　和　広　　　　水産･2　　　　　178　　　　　　73　　　　　　　刈谷北　　　愛　知

11　　　　伊　藤　直　明　　　　水産･3　　　　　165　　　　　　55　　　　　　　三谷水産　　　愛　知

12　　　　　江　崎　忠　高　　　　土木･3　　　　　163　　　　　　　52　　　　　　　　清　風　　　大　阪

補　欠　　　　中　井　有弟子　　　農業生産･2　　　　163　　　　　　　　　　　　　　　　兵　船　　　大　阪

補　欠　　　　伊　藤　裕　子　　　　土木･2　　　　　168　　　　　　　　　　　　　　　　半田東　　　愛　知
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出　漕　ク　ル　ー

長崎大学　　　　　　顧問　高山久明

氏　　　名　　　　　科.学年　　　　　身長(α)

主　将　　　　小　島　康　平　　　漁業科学･3　　　　175
体重(kg)　　　　　出身校　　　　県名

70　　　　　　　　諌　早　　　　長　崎

主　務　　　黒　木　憤　倍　　食料科学･3　　　174　　　　.65　　　　　　長崎東　　　長　崎

艇指揮　　　　原　高　志　　生物生産･3　　　160　　　　　48　　　　　　埼玉栄東　　埼　玉

艇　長　　　折　見　扱　　　漁業科学･3　　　170　　　　　65　　　　　　大　門　　　広　島

1　　　　倍　井　博　店　海洋資源生産･2　　176　　　　　75　　　　　箕面自由学園　大　阪

2　　　　福　田　放　司　海洋応用生物.2　　168　　　　　65　　　　　　嶺　山　　　山　口

3　　　　米　埼　史　郎　　海洋生物･2　　　174　　　　　61　　　　　奈良学屍　　兵　庫

4　　　　棄　原　暁　　　海洋生物･2　　　179　　　　　62　　　　　　五日市　　　広　島

5　　　　田　中　董一郎　　漁業科学･3　　　177　　　　　68　　　　　　長崎南　　　長　崎

6　　　　黒　木　嶺　悟　　食料科学･3　　　174　　　　　65　　　　　　長崎東　　　長　崎

7　　　　山　口　慎一郎　　食料科学･3　　　172　　　　　63　　　　　　伊万里　　　佐　賀

8　　　　小　島　康　平　　漁業科学･3　　　●175　　　　　70　　　　　　諌　早　　　長　崎

9　　　　長谷川　智　彦　海洋生物科学.2　　180　　　　　65　　　　　　品　良　　　岐　阜

10　　　　小　林　靖　尚　海洋生物科学･2　　180　　　　　76　　　　　　長　良　　　岐　阜

11　　　上　野　博　誉　海洋生物科学･2　　161　　　　　55　　　　　　　旭　　　　大　阪

12　　　　尾　崎　充　　海洋生物科学･2　　170　　　　　55　　　　　　　滝　　　　愛　知

補　欠　　　高　柳　博　文　海洋生物科学･2　　165　　　　　60　　　　　　長崎西　　　長　崎

日本大学
氏　　　名

主　将　　　　村　上　将　司

顧　問　　平　粟　津　-

科･学年　　　　　身長(a)

拓殖･4　　　　　　165

体重(kg)　　　　　出身校　　　　県名

60　　　　　　　　日大棲丘　　　東　京

主　務　　　加　藤　誠　背　　農業=学･4　　　173　　　　　60　　　　　　日大明誠　　東　京

艇指揮　　　村　上　将　司　　　拓殖･3　　　　165　　　　　60　　　　　　日犬種丘　　東　京

艇　長　　　木　村　智　昭　　食品工業.3　　　176　　　　　69　　　　　　日大横丘　　東　京

1　　　　堀　田　典　久　　農業工学･4　　　178　　　　　65　　　　　　日大鶴ヶ丘　　東　京

2　　　　清　宮　俊　之　　　畜産一3　　　　178　　　　　75　　　　　　日大三高　　神奈川

3　　　　吉　田　宗　括　　農業工学･3　　　172　　　　　68　　　　　　日大三島　　神奈川

4　　　　永　井　誠　　　農業=学･2　　　179　　　　　71　　　　　佐野日大　　群　馬

5　　　　河　西　貴　之　　食品経済･3　　　172　　　　　　75　　　　　　日大三高　　東　京

6　　　　加　藤　誠　責　　農業=学･4　　　173　　　　　60　　　　　　日大明誠　　東　京

7　　　　黒　石　英　之　　　水産･4　　　　178　　　　　70　　　　　藤井学園寒川　　香　川

8　　　　吉　永　直　樹　　　水産･4　　　　170　　　　　75　　　　　　日大明誠　　東　京

9　　　　河　田　恭　史　　食品工学･2　　　174　　　　　65　　　　　　七里ヶ浜　　神奈川

10　　　　宮　崎　覚　　　　　林･2　　　　180　　　　　　70　　　　　　横浜日野　　神奈川

11　　　小　林　秀　靖　　応用生物.2　　　173　　　　　　65　　　　　　佐野日大　　栃　木

12　　　　天　明　太　郎　　　　水産･4　　　160　　　　　　62　　　　　　日大津丘　　東　京

補　欠　　　海老沢　寿　行　　農業化学.3　　　168　　　　　68　　　　　　伊奈学園　　埼　玉

補　欠　　　水　戸　光　蓄　　　　拓殖.2　　　172　　　　　79　　　　　　佐野日大　　埼　玉

-　8　-



全日本カッター尭妬巨大会成績

回次 僖霾�?｢�場所 ���2 �2�4 迭�6 途�8 湯�10 免ﾂ�12 ��2�14 

I �6�b�#2�東京 �8ﾉ�Y�R�東欧 佛i���R�防衛大 ��X��R�海臨大 俾ﾙ�R�三重大 �� �� �� 

2 �32經(*B�神戸 �8ﾉ�Y�R�畑大 �8ﾈ､9�R�防瓶大 佛hｩｹ�R�海促大 俾ﾙ�R�良鴇人 倅���R�海技大 �� �� 

3 鐙ﾔ�縒�呉 ��X��R�淘阪大 �8ﾉ�Y�R�紡翫大 �8ﾉXY�R�梱大 倅�I�R�斡候校 丶8ｵｩ�R�長崎大 俾ﾙ�R� �� 

4 �3R綯絣�桟焚巨 凉9�R�水産大 丶8���R�防衛大 仂I�Y�R�三重大 �8ﾉ~I�R�鹿大 �+xﾞ��R�日大 �� �� 

5 �3b絣�#��神戸 �8ﾉ�Y�R�水産大 倅�I�R�淘院大 俑ｹ^��R�鹿大 �8ﾈ､9�R�柵大 �+y�)�R�日大 丶8ｵｩ�R� �� 

6 �3r絣�#r�館山 �8ﾈⅹ�R�防摘大 ��Yu��三重大 �8ﾉ�Y�R�相大 �+xﾞ��R�淘院大 俾ﾙ�R�日大 �� �� 

7 �6�Rﾃ���呉 �8ﾉ�Y�R�海保大 兩(ﾊ2�三重大 冉���R�東転大 ����R�長崎大 �?ｩ�R�鹿大 丶9K)�R� �� 

8 �3偵R����館山 �$�;��R�儲大 兀);��R�防衛大 �8ﾉ�Y�R�三重大 俾ﾙ�R�水猷 �+y�)�R�海技大 �?ｩ�R� �� 

9 鼎�經�b�神戸 凉援��R�防衛大 ��X蝎�R�海床大 �8ﾉ�Y�R�鹿大 倅�I�R�東商大 �+y|I�R�日大 丶8ｵｩ�R� �� 

10 鼎�絣��R�三雲粥1 俔ﾉ�R�妨瓦大 倅�I�R�日大 ���;��R�水産大 �8ﾉ�Y�R�東商大 俾ﾙ�R�長崎大 丶8ｵｩ�R� �� 

ll 滴�3R��B�呉 冉���R�海床大 倅�I�R�乗萄大 佛hⅹ�R�鹿大 ��X��R�島崎大 �8ﾉ�Y�R�日大 丶8ｵｩ�R� �� 

12 擢�R����館Lh 冉亥Y�R�神埼大 僭��｢�葡萄大 俾ﾙ�R�三重大 �+xｼY�R�日大 ��X��R�海技大 �8ﾉ�Y�R� �� 

13 鼎B膓｣2�呉 册��R�索敵 丶9]ｹ�R�三重大 �+xﾞ��R�鹿大 丶8ｵｩ�R�# ��X��R� �� �� 

14 鼎R絛��r�富浦 冉���R�長嫡大 �2�日大 �8ﾉ~I�X���鹿大 ��隧�R�東映 丶8ｵｩ�R�祁璃大 倅�I�R�電達夫 �� 

15 鼎b經�b�西喜沖 册��R�柵毎大 俾ﾙ�R�長崎大 �8ﾉ~I�R�日大 �8ﾈ肪�水重大 丶9}Y�R�三重大 丶8ｵｩ�R�～ �� 

16 鼎r絣�#��馬堀 冉�ｮ9�R�海保大 ���I�R�鹿大 倅�I�R�長崎大 �+ｩ�R�水産大 仂Hⅹ�R�日大 丶8ｵｩ�R�電適大 ���)Wb� 

17 鼎ゅR�#b�呉 丶8���R�東水大 �8ﾉ~I�R�長崎大 ��X蝎�R�三重大 ���;��R�椀大 俾ﾙ�R�日大 丶8ｵｩ�R� �� 

18 鼎偵R����館山 �8xﾞ��R�海床大 砺｢b�祁商大 冉旭9�R�東水大 ��y�R�東商大 倅�I�R�日大 丶8ｵｩ�R�電猷 �����R� 

19 侘｣R����豊浦 倚)%ｩ�R�防衛大 �8ﾉ�Y�R�淘院大 �8xﾞ��R�鹿大 �?ｩ�R�水重大 丶8���R�紳歯大 倅�I�R� �� 

20 鉄�絣��b�芦屋沖 凉�4r�長暁大 �8ﾉ�Y�R�海床大 俾ﾙ�R�日大 ��X��R�a 俥Y�R�葡萄大 �����R�奄遵大 丶8ｵｩ�R� 

21 鉄"絣�#��馬堀 丶9j��R�神南大 冉旭9�R�鹿大 ��Y���R�長掩大 �8ﾉ�Y�R�棄海大 �8ﾈⅹ�R�三重大 �?ｩ�R�神由大 �6I���R�海技大 

22 天�R�#��呉 �-��R�水産大 ��9;��R�紡翫大 �8xﾞ��R�東水大 俾ﾙ�R�東嶺大 倅�I�R�海技大 �8ﾈ､9�R�祁歯大 �6IO��R� 

23 鉄B絣ﾃ#��江田島 �+xﾞ��R�胡鴎大 冉挨��R�海床大 �8ﾉ�Y�R�索敵 ��X蝎�R�三重大 �8ﾈⅹ�R�海技大 俾ﾙ�R�紳歯大 �6Iu��日大 

24 鉄SR����芦屋沖 �8ﾉ�Y�R�鹿大 ��YE��R�長崎大 丶8���R�東自大 �?ｩ�R�脆大 ��9;��R�東海大 丶8ｵｩ�R�紳歯大 僥驗��R� 

25 鉄b絣�3��馬堀 �8ﾉ�Y�R�日大 ��亜�ﾈ��防翫大 ��X蝎�R�鹿大 兀);��R�長崎大 丶8���R�頼大 倅�I�R�祥歯大 丶8ｵｩ�R�電猷 

26 鉄u���r�呉 ��Xﾊ2�東水大 册��R�乗車大 俾ﾙ�R�神南大 ��X蝎�R�日大 �+xﾞ��R�鵜大 丶8ｵｩ�R�神海大 丿ﾘ�9�R� 

27 天�S#��馬堀 册��R�索鶴大 丶8���R�梱大 �?ｩ�R�盛大 �+xﾞ��R�東水大 倅�I�R�舶至大 丶8ｵｩ�R�東海大 ���)�R�電通大 

28 鉄偵Rﾆ���芦静や �8ﾉ�Y�R�防衛大 �8ﾈⅹ�R�隷藍大 俾ﾙ�R�三重大 �9����R�日大 ��Y�R�梱大 偬ﾉh��R�海技大 �6I,ｩ�R�紳歯大 

29 侘｣R����東京 �8ﾉ�Y�R�防街大 弌)yY�R�盛大 �?ｩ�R�海保大 倅�I�R�神萄大 �+xﾞ��R�海技大 �����R�q& �8ﾉ5ﾙ�R�東海大 

30 田�絣����呉 ��X蝎�R�鵬大 �8ﾉ�Y�R�東商大 俾ﾙ�R�海保大 倅�I�R�長崎大 �?ｩ�R�神萄大 丶8ｵｩ�R�東海大 ����)�R�電達大 

31 塗�3R��r�伊卿T 冉亥Y�R�利敵 �8ﾉ�Y�R�加萱大 �8ﾈⅹ�R�鹿大 ���海床大 �?ｩ�R�東海大 �+xﾞ��R�# 侘騁Y�R�電連大 

32 田2ﾃRﾃ�r�芦屋沖 �8ﾉ�Y�R�鹿大 兌����神南大 �8ﾈ､9�R�東萄大 ��X��R�日大 倅�I�R�妨穂大 �+xﾞ��R�神由大 丶8ｵｩ�R�電猷 

33 ���#��呉 俾ﾙ�R�東映 俑ｹ�R�防散大 �8ﾈⅹ�R�水産大 �?ｩ�R�海床大 �+xﾞ��R�東海大 倅�I�R�紳歯大 �6IO��R� 

34 �3R��2�東京 �8ﾉ�Y�R�海良太 �8ﾈⅹ�R�防散大 �4ｩ�y�R�長崎大 �8ﾈ､9�R�柵歯大 俾ﾙ�R�袖萄大 �?ｩ�R�電車大 倅�I�R�海技大 

35 �2ﾃR��r�呉 俾ﾙ�R�肪観大 �8ﾉ�Y�R�神萄大 �8ﾈⅹ�R�東海大 丶8���R�長崎大 �4ｩ�y�R�日大 丶8ｵｩ�R�神由大 倅�I�R�電通大 

36 釘絣��r�伊勢町 丶8���R�鵬大 �8ﾈⅹ�R�カ重大 �8ﾉ�Y�R�日大 �+xﾞ��R�鹿大 ���)�R�袖萄大 凅ｩ�R�三重大 �6Iu�� 

37 迭絣�2��六甲沖 冉�>ﾉ�R�葡萄大 �凉Y�R�海保大 ���;��R�東水大 �?ｩ�R�# �+xﾞ��R�三重大 俾ﾙ�R�東海大 丶9K)�R� 

38 澱靺�#��呉 丶9]ｹ�R�水重大 �?ｩ�R�東商大 俾ﾙ�R�島崎大 �2�防耗大 �8ﾉ�Y�R�三重大 �8ﾈ､9�R�紳歯大 �� 
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責尭　　　技　　　規　　　約

1　競技出場者

出場選手名籍によるものとする｡出場者の変更は､競技運営委員長が止むを得ないと

認めた場合を除き認めないo　なお､出場者名籍に記載されている酒手等と補欠の交代は

自由とし､交代する場合は農技運営委員長に報告するものとするし

2　クルー毎成

クルーは､艇指揮､艇長､漕手1 2名､及び予備員2名以内(計1 6名以内)とする｡

なお､予備員のレース中の交代は自由とする｡

3　　識別旗

各艇は､競技時に自校の標識旗を艇尾旗竿に掲げるものとする｡

4　歳技艇搭載物件

オール　　　　14本(予備2本)　　　　　救命浮環

爪　竿　　　　艇常用　2本　艇尾用1本　　　救命胴衣(予備員用)

舵柄(鋼製)  1　　本

あかくみ　　　1　　個

旗　竿　　　　1　　本

曳航東等

手　　旗

ト　ラ　ン　シ　ー　バ　ー

識別旗　　　　1　　枚

5　　抽　選

(1)予選レース及びコースは､競技前上]に抽選により決定するo

(2)敗者復活レース､巌位決定レース及び決勝レースのコースは､当日抽選により決tiE

する｡

(3)オールは原則として､艇に備えてあるものを使用する｡

6　　競技方法等

( 1 )競技方式

機動艇による曳航発進方式で､ 2000m病巣コースで実施する｡

ア　　予　選

各レース4隻とし､ 3レース実施する｡

イ　　敗者復活レース

予選各レースの第2位､及び第3位のうちタイムが上位の2隻､計5隻が参加し

実施する｡

中　　瀬位決定レース

予選各レースの第4位､及び第3位のうち敗者復活レースに出場できなかったも

のが参加し実施するU

エ　　決勝レース

予選各レースの第1位及び敗者復活レースの第1位(計4望)が参加し実施するU

オ　　葡位決定

第1位から第8位までは､決勝レース､敗者復活レースの着版とし､第1 0位以

下は版位決定レースの着席とするU

( 2)発進方式

競技艇は､横動艇に曳航されてスタートラインl･.を北側から進入し､発進台開によ

り一斉に曳航喪を鹿し(取り込み) ､左回頭して発進する｡なお､ ｢発進｣の合図が

あるまでば､オールを海面につけてはならない｡

(3)航走及びゴール進入要領

各艇は農技コース延長盤上の陸上目標に向かって航速､またはコース右側(南側)

敷設浮標に並航し､ゴールライン(石柱と旗山崎海岸設標のトランシット)を航過す

るo　この際､石柱とは十分安全な距轟をとるものとする｡

7　　異議の申し立て

農技に関する異議申し立て等は､競技終了後速やかに艇指揮が行い､審判委員長が裁

決するU　異議等のある艇は､ゴールライン通過後赤旗を鬼げて意志を表明する｡
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8　　その他

( 1 )レース中のオールの交換は自由とする｡

(2)海上訓練場北側防波堤-ば､役員及び当該レース参加クルー以外は立ち入りを禁止

するo

(3)その他の事項については競技運営要員長所定とするU

審　　　半[J　　　規　　　元巨

1　凍動艇に曳航されてスタート　ラインを航追中の競技艇は､努めて機動艇の航跡を進む

ものとする｡スタート前に故意にゴール方向に占位し､または､ゴール方向に回頭惰力

をつけるよ　うな行為をしてはならない｡

2　審判員は､スタートを不完全と認めた場合当該レースを中止させるo　この場合､当該

艇を除く　その他の艇でスタートを再度やり直す｡

3　クルーの不注意に起因する発進の遅滞については､これを考慮しない0

4　着願の判定及び計時は､艇首のゴールライ　ン通過をもって行い､陸上審判からの報告

を受けて､審判委員長艇からスピーカーで各艇に通報するo　なお､着席に異議がある場

合は､この時に赤旗を振って合図するものとし､以後の異議申し立てを認めない0

5　　同着の場合は､追い込み艇の勝ちとする0

6　競技中のコースにおける障害､自艇の故障等は､地歴の不正な接触を除く　ほか､各艇

自らこれを忍ぶものとする｡

7　追越艇は､被追越艇を避けるものとするo　ただし､凝追越艇は故意に追越艇の進路を

妨害しないものとする｡

8　歳技の円滑な進行及び保安､警戒等のため審判員が必要と認めた場合は｢警告｣を行

う｡

9　｢警告｣を受けたクルーの艇指揮は､了解符(赤旗を掲げる)を審判員に送るものと

する｡

10　次の各項に該当する行為を､審判員が認めた場合は失格とするo　ただし､本審判規定

における失格は､当該レースのみに関するものであり､その成岩は当該レースの嶺下位

とみなすo

( 1 )スタートを不完全にした場合

(2)競技中故意に他艇を妨害した場合

(3)規定の搭載物件を搭載することなく競技に参加した場合

(4)規定の搭載物件を流失し､これを壷噸することなく競技を競行した場合o　ただし､

とう漕中のオールが折損した場合､その一部を右している場合は､流失とはみなさな

いo

(5)コース南側の敷設浮標の陸岸側を航過した場合､及びゴールラインの浮標､クルー

ザーヨ　ット間を航過しなかった場合D

(6)出場選手名薄と出場選手に変更があった場合o　ただし､遊技委員長が止むを得ない

と認めた場合はこの限りではない｡

(7) ｢警告｣を3回受けた場合

(8)その他､不正行為があった場合D　ただし､不可抗力によるものと審判委員長が認め

た場合は､この限りではないo

ll　ゴール陸上審判が所要秒時を計測できなかった場合は､審判委員長艇で計測したもの

を所要秒時とする｡

12　以上の規定以外の状況が発生した場合は､審判委員長がこれを裁決するo

-蘭l-
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レ　ー　ス　結　果

第39回全日本カッター競技大会　平成7年5月20日(土)

鼠頭語jSff汲鮎　会場:横須賀市伊勢町海岸沖

レス 乂xﾕｩkﾂ�艇 �(X��タイム 

予選第1レース OPJD 兀�3ﾘ48鍠/�ｭｸ.�柮� 兒r�/之′式&}′ 

腐子息髄九号 ��/ 程ｦｪH跖x��

息碕丸亀 ��j 程�6ﾒ�rr�

再騰札阜簸ー ��a 梯��ﾊIz��x�ﾂ�

予選第2レース oPJrD 兀x.�y)��ｭｸ/�� �2�Jclノよ7''' 

巌胤亀札阜 ��壁 艇.bsE��ｦ｢r�

田舟札を ��よ 巳｢sE�$��

九泉札常軌 ��/ 白�*ﾙz�rrr�

予選第3レース /DW 倅��v���� 箸�/よ′`.35′J 

腐蚤パ蕗衝漣 ��女 艇���ﾈ�8x��

乳煮丸を札監 ��/ 艇.h�ﾈ�ﾉEb白�

私産丸を ��云 艇.h�ﾈ�x��

敗者復活レース /[',Td) ��(ﾞ�ｨｭｸｦR� ��2�ノjノ■β7`′ 

葡萄丸尊敬 ��/ �6ﾖ6ﾈ�ﾈ�����

白鳥Ytを ��i 締E2&��

i書く主 ��∫ 程��謀｢rr�

鼠烹恵鮭K卑 ��j �6ﾘ.f幡���

順位決定レース 俯ﾘﾔ延X��ｨ柮� 未�化′/t∫√ 

東泉丸尊 ��3 �ｸ�ﾈ.iEh�ﾂr�

廊盈叫嵐簡丸を ��負 �6ﾓ��ﾊH8程��

庖鶴亀札を ��/ 輔8�ﾅ6鳴r�

決勝レース 亊ｹ�ｸｭｸ��柮� 梯�/3′527'' 

乳恵丸友K各 ��弘 艇+��ﾈ自�8�ﾄ��

兼テ蘇馳札を ��3 碇｢s5�.��

鴇荷札を臥_ ��ユ 汀2s3D｢r�

他
　
粗
略
･
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