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第4 1回全日本カッター競技大会実施要領

1　日　　　　時:平成9年5月1 7日(土)　08 1 5-1 630

(予備: 5月1 8日(日)　074　5-1 730)

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

4　競技等予定: 08 1 5

0　9　3　0

0　9　5　0

1 0　5　0

1 3　3　0

1 3　5　0

1 5　0　5

1 6 1 0

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

(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(4校)

順位決定レース(5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｡
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第41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

目にしみ入る青葉に風薫る頃､全国の大学及び大学校のカッター部の参加を得て､

第4 1回全日本カッター競技大会が盛大に開催されますことは誠に喜ばしいことであ

ります｡

さて､カッターは元々船舶の救難艇として使用されていたものでありますが､各国

海軍により体力､精神力､チームワーク及びシーマンシップを滴養するに最適として

教育の一部に取り入れられましたo　転じて現在では競技として､そのスピードを競う

ものに変化してきましたが､とう酒を通じ培われるものに変化はなく､多種多様なマ

リンスポーツの中でも最も厳しく､また､若者が青春をかけるのに相応しいものの一

つであると思います｡

本大会において､選手諸君は日々の厳しい練習の成果を十分に発揮し､さらにシー

マンシップにのとったすぼらしいレースが展開されることを期待いたします｡

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9年5月
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大　会　役

会　　　　長

大　会　会　長

競技委員長

審判委員長

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

0　水産大学校

東　海　大　学

華'Ll二-;=晒_,ち

締り　LA叶

全　日　本　カ　ッ　タ　ー　連盟会長

防　　衛　　大　　学　　校　　長

防衛大学校短艇委員会部長

防衛大学校海上訓練企画係長

巨5　匹寿岳亭主∃

松本…貞匝

聖　Eii;憧∃月∃

JJI波辰　男

参　加　校　顧　問

宮尾　努

松野　保久

湯山　徳行

古荘　雅生

下川　伸也

花房　元顕

東京商船大学l　　吉田　卓也

東京水産大学　　　柿原　利治

長　崎　大　学

日　　本　大　学

防　衛　大　学　校

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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高山　久明

平栗　洋一

昌子　隆虞

関口　秀夫



出　漕　ク　ル　ー

海上保安大学校　　顧　問　宮　尾　努

氏　　　名　　　　　　科･学年　　　　　　身長(cm)

T_　将　　　　　大牟田　隆　文　　　　機関･4　　　　　　　173

体重(kg)　　　　　　出身校　　　　　県名

67　　　　　　　　　　槌丸　　　　　鹿児島

主　務　　　　三　谷　聴　史　　　　機関･3　　　　　　168　　　　　62　　　　　　　　)]梅山　　　　大阪

艇指揮　　　　前　田　好一一郎　　　　機関･4　　　　　　161　　　　　61　　　　　　　　　豊浦　　　　　山rl

艇　長　　　　三　谷　聡　史　　　　機関･3　　　　　　168　　　　　62　　　　　　　　　刀根山　　　　　大阪

1　　　　　小　林　太　一　　　　航海･4　　　　　　174　　　　　67　　　　　　　　　月等　　　　北海道

2　　　　　山　本　有　為　　　　航海.3　　　　　　167　　　　　63　　　　　　　　　小野　　　　　兵庫

3　　　　　　鎌　田　　忍　　　　　航海･3　　　　　　170　　　　　58　　　　　　　　　都城西　　　　鹿児島

4　　　　　大牟田　隆　文　　　　磯開･4　　　　　　173　　　　　67　　　　　　　　　塊丸　　　　鹿児島

5　　　　　　大　場　伊佐大　　　　航海･4　　　　　　174　　　　　70　　　　　　　　　諌早　　　　　長崎

6　　　　　　佐　伯　直　樹　　　　航海･4　　　　　　172　　　　　60　　　　　　　　　　光　　　　　山口

7　　　　　　岡　田　洋　平　　　　航海･ 3　　　　　　174　　　　　70　　　　　　　　徳島城東　　　　徳島

8　　　　　　原　武　義　和　　　　航海.4　　　　　　168　　　　　68　　　　　　　　　伝習飽　　　　福岡

9　　　　　　高　橋　大　勇　　　　　　･ 2　　　　　　174　　　　　63　　　　　　　　　札幌北　　　　北海道

10　　　　　平　田　堆　　　　　　　　. 2　　　　　　179　　　　　70　　　　　　　　　舟入　　　　　広島

11　　　　:.好　弘　幸　　　　航海･3　　　　　　　161　　　　　60　　　　　　　　　　上知　　　　神奈川

12　　　　　山　H　久　夫　　　　機関･3　　　　　　　164　　　　　60　　　　　　　　　八描南　　　　福岡

鹿児島大学　　顧　問　松　野　傑　久

氏　　　名　　　　　　科･学年

主　将　　　　　原　　貴　行　　　海洋資源化学･ 3
身長(cm)　　　体重(kg)　　　　　　出身校　　　　　県名

168　　　　　　80　　　　　　　　　　河南　　　　　大阪

主　務　　　　飯　干　雅　文　　　　　　　水産. 2　　168　　　　　68　　　　　　　　　高千穂　　　　宮崎

艇指揮　　　　山,*　鉄　兵　　　　　海洋生物･3　　166　　　　　59　　　　　　　　　犬山南　　　　愛知

艇　長　　　　櫓　垣　辰　也　　　　　漁業航海･3　　170　　　　　38　　　　　　　長崎北陽台　　　長崎

1　　　　　新　田　健　太　　　　　　　水産･ 2　　170　　　　　68　　　　　　　　加世田　　　　鹿児島

2　　　　　　飯　r　雅　文　　　　　　　　水産･ 2　　168　　　　　68　　　　　　　　　高千穂　　　　宮崎

3　　　　　中　島　兼太郎　　　　　　　水産･ 2　　164　　　　　58　　　　　　　　宇和島南　　　　愛媛

4　　　　　　上意木　良　浩　　　　　海洋環境･ 3　　163　　　　　90　　　　　　広島工大付属広島　広島

5　　　　　　　原　　　貴　行　　海洋資源化学･ 3　　168　　　　　80　　　　　　　　　　河南　　　　　大阪

6　　　　　　和　朋　貞　　　　　　　　漁慧航海･ 3　　　163　　　　　57　　　　　　　　　鹿児島南　　　鹿児島

7　　　　　　坂　本　英　司　　　海洋貿源化学･ 3　　172　　　　　70　　　　　　　東海大付属仲里　　大阪

8　　　　　　　奥　　伸太郎　　　海洋資源化学･ 3　　180　　　　　60　　　　　　　　　　玉龍　　　　鹿児良

9　　　　　　木　村　圭　　　　　　海洋資源増殖･ 3　　170　　　　　58　　　　　　　　　宮崎北　　　　宮崎

10　　　　　後　塵Jf三　博　　　　　漁巣#_産･ 3　　169　　　　　56　　　　　　　　　延岡　　　　　宮崎

11　　　　　　原　　規頁　　　　　　　　　水産･ 2　　168　　　　　59　　　　　　　　　倉敷天城　　　　岡山

12　　　　　石　本　文　彦　　　　　　　　水産･ 2　　　166　　　　　70　　　　　　　　　熊毛南　　　　　山口

補欠　　　　　檎　山　盛　′巨　　　　　　　　水産･ 2　　167　　　　　62　　　　　　　　　安古市　　　　広島

補欠　　　　　安　藤　慮美子　　　海洋資源増殖･ 3　　168　　　　　　　　　　　　　　　　川越南　　　　埼玉
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出　漕　ク　ル　ー

神奈川歯科大学　　顧問
氏　　　名　　　　　　科･学年

主　将　　　　松　井　率･一一　　　　歯学･5

湯　Lll　徳　行

身長(cm)

1 76
体重(kg)　　　　　出身校　　　　県名

83　　　　　　　　　芦屋南　　　　兵庫

主　務　　　　加　藤　洋　一一　　　　歯学･3

艇指揮　　　　小　村　　題　　　　　歯学･6

170　　　　　　70　　　　　　　　　　　生田　　　　　神奈川

160　　　　　　　　　　　　　　　　　　米原　　　　　滋賀

艇　長　　　　大　萄　　義　　　　歯学･3　　　　　　156　　　　　　　　　　　　　　　鹿島学園　　　茨城

1　　　　　明　イi　大　介　　　　歯学.6　　　　　　178　　　　　85　　　　　　　　　開明　　　　　大阪

2　　　　　人　括　　徹　　　　　歯学･2　　　　　　181　　　　90　　　　　　　　　初声　　　　神奈川

3　　　　　村　本　　創　　　　歯学･5　　　　　　178　　　　　90　　　　　　　　　栃木　　　　栃木

4　　　　　松　本　f?]弘　　　　歯学.5　　　　　　168　　　　　85　　　　　　　　　帝京　　　　　東京

5　　　　　田　中　隆　之　　　　歯学･6　　　　　　151　　　　　81　　　　　　　　　初声　　　　神奈川

6　　　　　田　中　雄-郎　　　　歯学･2　　　　　　175　　　　　70　　　　　　　　静岡聖光　　　　静岡

7　　　　　樋　rl　　一　敏　　　　歯学.3　　　　　　175　　　　　75　　　　　　　　日大日吉　　　神奈川

8　　　　　　柴　田　武　士　　　　歯学. 6　　　　　　182　　　　　75　　　　　　　　　藤枝東　　　　静岡

9　　　　　　斉　田　　顛　　　　　歯学. 6　　　　　　165　　　　　65　　　　　　　　　大津　　　　神奈川

10　　　　　加　藤　洋　　　　　　歯学.3　　　　　　170　　　　　78　　　　　　　　　生田　　　　神奈川

11　　　　富t二田　諾　介　　　　歯学暮5　　　　　　170　　　　　67　　　　　　　　神戸高塚　　　　兵庫

12　　　　　松　井　幸　一一　　　　歯学･5　　　　　　176　　　　　83　　　　　　　　　芦屋南　　　　兵庫

補欠　　　　　葛　藤　活　人　　　　歯学･ 1　　　　　　175　　　　　68　　　　　　　　作新学院　　　　栃木

補欠　　　　　池　谷　甲　械　　　　歯学･ 1　　　　　　156　　　　　　　　　　　　　　　　浜松北　　　　静岡

補欠　　　　　斎　藤　清　f･　　　歯学･3　　　　　　157　　　　　　　　　　　　　　　　　帝京　　　　　東京

神戸商船大学　　顧　問　古　井　雅　生

氏　　　　名　　　　　　　科.学年　　　　　　身長(cm)

主　将　　　　　和川本　　聴　　　　　航海･ 4　　　　　　　178

体重(kg)　　　　　　出身校　　　　県名

78　　　　　　　　　福大大濠　　　　福岡

〕三　務　　　　　　林　　　剛　　　　　航海･4　　　　　　　178　　　　　68　　　　　　　　鹿児島中央　　　鹿児島

艇指揮　　　　　山　ド　裕　史　　　　機関･4

艇　長　　　　　長　持　　一　輝　　　　航海･ 3

172　　　　　　60　　　　　　　　　　鹿島　　　　　佐賀

167　　　　　　55　　　　　　　　　篠山鳳鳴　　　　兵庫

1　　　　　　　林　　　剛　　　　　航海･4　　　　　　　178　　　　　68　　　　　　　　鹿児島中央　　　鹿児島

2　　　　　　倉　橋　誠　之　　　　機関.3　　　　　　　160　　　　　57　　　　　　　　　岡崎東　　　　愛知

3　　　　　　揮　屈　誠　高　　　　航海･ 2　　　　　　　173　　　　　62　　　　　　　　　金光学園　　　　岡山

4　　　　　　神　谷　悠　　　　　　海洋. 2　　　　　　　171　　　　　65　　　　　　　　　安城東　　　　愛知

5　　　　　　多　田　健　作　　　　機関･3　　　　　　173　　　　　63　　　　　　　　　姫路飾酉　　　　兵庫

6　　　　　　杉　谷　昌　栄　　　　航海･4　　　　　　172　　　　　64　　　　　　　　　小倉西　　　　福岡

7　　　　　　　歳　　竃　裕　　　　機関.4　　　　　　　173　　　　　74　　　　　　　　　　大島　　　　鹿児島

8　　　　　　和田本　　聴　　　　　航海･4　　　　　　　178　　　　　78　　　　　　　　　福大大濠　　　　福岡

g　　　　　　前　田　　項　　　　　機関･ 2　　　　　　　165　　　　　63　　　　　　　　　　入善　　　　　富山

10　　　　　佐　藤　殺　意　　　　輸送･ 2　　　　　　　171　　　　　63　　　　　　　　　　大村　　　　　長崎

1 1　　　　　内　田　幸　　一　　　　航海. 3　　　　　　　167　　　　　　56　　　　　　　　　　宝塚東　　　　　兵庫

12　　　　　渡　部　　知　　　　　航海.4　　　　　　　170　　　　　58　　　　　　　　　松山西　　　　　愛媛

補欠　　　　　長　尾　幸　弘　　　　海洋･3　　　　　　166　　　　　72　　　　　　　　　須磨東　　　　兵庫

補欠　　　　　片　山　智　彦　　　　海洋･2　　　　　　165　　　　　82　　　　　　　　　山崎　　　　　兵庫

補欠　　　　　磯　貝　正　幸　　　　海洋･3　　　　　　　170　　　　　60　　　　　　　　　　碧南　　　　　愛知

補欠　　　　　汚　山　境　行　　　　海洋･2　　　　　　168　　　　　65　　　　　　　　　川西緑台　　　　兵庫
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出　漕　ク　ル　ー

水産大学校　　顧　問　下　川　伸　也

氏　　　名　　　　　　科･学年

主　将　　　　酒　井　健　　　　　　漁業･ 3

身長(cm)　　体重(kE)　　　　　出身校　　　　県名

180　　　　　77　　　　　　　　　小平南　　　　東京

主　務　　　　増　田　直　久　　　漁業･3　　　　　　169　　　　　83　　　　　　　　下溺西　　　　山口

艇指揮　　　　新　谷　　勇　　　　機閑･2　　　　　　162　　　　　58　　　　　　　　函館水産　　　北海道

艇　長　　　　大　里　宗　吉　　　製造･3　　　　　　170　　　　　77　　　　　　　　　苓洋　　　　熊本

1　　　　遠　藤　和　徳　　　製造.3　　　　　　167　　　　　63　　　　　　　　　気賀　　　　静岡

2　　　　　増　井　　汚　　　　漁業･3　　　　　　175　　　　　64　　　　　　　東京農大第一一　　東京

3　　　　　増　田　直　久　　　漁業･3　　　　　　169　　　　　83　　　　　　　　下関西　　　　山口

4　　　　　松　井　　健　　　　製造･3　　　　　　174　　　　　63　　　　　　　　東福岡　　　　福岡

5　　　　　出　射　邦　明　　　増殖･3　　　　　　172　　　　　60　　　　　　　　岡山城東　　　岡山

6　　　　　北　川　　　　　　　製造.3　　　　　　165　　　　　59　　　　　　　　佐世保北　　　長崎

7　　　　　梶　田　　司　　　　横網･3　　　　　　180　　　　　77　　　　　　　　宇和島南　　　愛媛

8　　　　　酒　井　健　一-　　　　漁業･3　　　　　　180　　　　　77　　　　　　　　小平南　　　　東京

9　　　　　横　山　佳　樹　　　漁業･3　　　　　　169　　　　　72　　　　　　　　　国見　　　　長崎

10　　　　　牧　野　公　栴　　　機関･2　　　　　　182　　　　　84　　　　　　　　大分東　　　　大分

11　　　　芳　賀　康　明　　　漁業･3　　　　　　170　　　　　63　　　　　　　　釜石商　　　　岩手

12　　　　　山　田　達　也　　　増殖･3　　　　　　164　　　　　64　　　　　　　　　浮島　　　　　愛知

補欠　　　　村　と(.i-　博　　　製造･2　　　　　177　　　　　65　　　　　　　長崎水産　　　長崎

補欠　　　　松　尾　豪　寛　　　機関･2　　　　　　174　　　　　75　　　　　　　　　H加　　　　長崎

補欠　　　　菅　野　真　　　　　機関･2　　　　　　162　　　　　58　　　　　　　　　泉　　　　　宮城

補欠　　　　イ二B=谷　　真　　　　漁業. 2　　　　　169　　　　　68　　　　　　　英数学館　　　広良

東海大学　　顧　問　花　房　元　項

氏　　　名　　　　　　料･学年

主　将　　　　渡　辺　琢　至　　　　海洋土木.4
身長(cn)　　　体重(kg)　　　　　出身校　　　　県名

170　　　　　　64　　　　　　　　　　　閑　　　　　　岐阜

主　務　　　　山　崎　公　嗣　　　　　航海.4　　　170　　　　　64　　　　　　　苫小牧東　　　北海道

艇指揮　　　　渡　辺　琢　至　　　海洋土木･4　　　　170　　　　　64　　　　　　　　　閑　　　　　岐阜

艇　長　　　Ilj　崎　公　崩　　　　　航海･4　　　170　　　　　64　　　　　　　苫小牧東　　　北海道

1　　　　　水　藤　幹　雄　　　海洋工学･3　　　　175　　　　　85　　　　　　　　蒲郡東　　　　愛知

2　　　　　斉　藤　　学　　　　　海洋工学･2　　　　173　　　　　85　　　　　　　　明徳義塾　　　　茨城

3　　　　　杉　浦　豊　和　　　水産開発･3　　　　170　　　　　70　　　　　　　　三河南　　　　愛知

4　　　　　坂　元　　徹　　　　　海洋資源･4　　　　180　　　　　70　　　　　　　　牛久英進　　　　茨城

5　　　　　作　東　太　志　　　　水産開発･3　　　　170　　　　　60　　　　　　　　東海大二　　　　熊本

6　　　　　小　坂　吉　彦　　　　　　航海･3　　　　165　　　　　65　　　　　　　　　横浜　　　　神奈川

7　　　　　片　桐　博　樹　　　　　　航海･4　　　　165　　　　　65　　　　　　　　　伊部北　　　　長野

8　　　　　原　藤　　周　　　　　海洋資源･4　　　　165　　　　　58　　　　　　　　　数台　　　　　広島

9　　　　　渡　辺　健太郎　　　海洋土木･3　　　　175　　　　　60　　　　　　　　福山西　　　　広島

10　　　　　西　尾　　岳　　　　　　　航海･2　　　　175　　　　　60　　　　　　　　　広尾　　　　　埼玉

11　　　　平　野　直　人　　　　　航海･4　　　　175　　　　　60　　　　　　　東海大工業　　　静岡

12　　　　　大　塚　和　樹　　　　海洋土木･4　　　　165　　　　　65　　　　　　　　春日井東　　　　愛知

補欠　　　　犀　野　哲　治　　　水産開発･2　　　　165　　　　　70　　　　　　　　東海大四　　　北海道

補欠　　　　天　沼　良　裕　　　海洋工学･2　　　170　　　　　60　　　　　　東京学飽浦安　　千葉

補欠　　　　伊　藤　隼　弥　　　海洋土木･2　　　　170　　　　　60　　　　　　　　横浜商業　　　神奈川
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出　漕　ク　ル　ー

東京商船大学　　顧　問　吉　田　卓　也

氏　　　名　　　　　　科･学年　　　　　　身良(cm)

主　将　　　　　中　西　　荷　　　　　航海･4　　　　　　　171

体重(kg)　　　　　　出身校　　　　　県名

65　　　　　　　　　　志学飽　　　　　千葉

主　務　　　　野　日　孝　男　　　　交通･4　　　　　　173　　　　　75　　　　　　　　　安城東　　　　愛知

艇括押　　　　　　勝　　勝　利　　　　機鍋･2　　　　　　　170　　　　　60　　　　　　　　　太田一　　　　茨城

艇　長　　　　大　友　裕　子　　　　航海.3　　　　　　158　　　　　　　　　　　　　　　　仙台育英　　　　宮城

1　　　　　朽　岡　持　男　　　　機関･ 2　　　　　　　168　　　　　60　　　　　　　　　　武生　　　　　福井

2　　　　　　春　日　始　点　　　　機関･2　　　　　　168　　　　　70　　　　　　　　　　佐波　　　　　新潟

3　　　　　　安　岡　茂　雄　　　　機関･2　　　　　　175　　　　　66　　　　　　　　清教学園　　　　大阪

4　　　　　　川　又　祐　介　　　　航海･3　　　　　　169　　　　　58　　　　　　　　　　秋川　　　　　東京

5　　　　　　中　西　　帝　　　　　航海･4　　　　　　171　　　　　65　　　　　　　　　志学飽　　　　千柴

6　　　　　111日　伸　行　　　　航海･2　　　　　　175　　　　　73　　　　　　　　　宮崎南　　　　宮崎

7　　　　　　松　B=　祐　希　　　　流通･4　　　　　　172　　　　　71　　　　　　　　　三国丘　　　　大阪

8　　　　　　原　田　　剛　　　　　機関･4　　　　　　　178　　　　　61　　　　　　　　　　井原　　　　　岡山

9　　　　　　渡　会　　光　　　　　航海･4　　　　　　171　　　　　72　　　　　　　　　鶴岡南　　　　山形

10　　　　　野　口　孝　男　　　　交通･4　　　　　　173　　　　　75　　　　　　　　　安城東　　　　愛知

11　　　　舟　木　範　年　　　　交通･2　　　　　　173　　　　　54　　　　　　　　佐世保南　　　　長崎

12　　　　　内　野　tE-']　幸　　　　機関･2　　　　　　176　　　　　68　　　　　　　　　大麻　　　　北海道

東京水産大学　　顧　問　林原　利治

氏　　　名　　　　　　科･学年　　　　　　身良(cn)

ll.将　　　　　岩　井　　大　　　　海搾佳産･4　　　　　162

体重(kg)　　　　　　出身校　　　　　県名

60　　　　　　　　　　調布南　　　　　東京

主　務　　　　岸　本　孝　和　　　資源管理･4-　　　　　177　　　　　65　　　　　　　　　桑名　　　　　三重

艇指揮　　　　岩　井　　大　　　　海洋生産･4　　　　162　　　　　60　　　　　　　　　調布南　　　　東京

艇　長　　　　田　辺　義　博　　　海洋生産.4　　　　173　　　　　68　　　　　　　　　土気　　　　　千葉

1　　　　　奮多野　昭　文　　　海洋性産･3　　　　167　　　　　67　　　　　　東邦大付属東邦　　千葉

2　　　　　1-.川　　}己　　　　資源育成･4　　　　174　　　　　68　　　　　　　　奈良天理　　　　大阪

3　　　　　松　井　幹　登　　　資源育成. 2　　　　168　　　　　61　　　　　　　　　上田　　　　　長野

4　　　　　愛　野　修　治　　　資源育成･ 3　　　　　172　　　　　67　　　　　　　　　清水南　　　　静岡

5　　　　　松　本　俊　介　　　食品佳産･3　　　　167　　　　　72　　　　　　　　　市川　　　　千葉

6　　　　　丸　山　智　亮　　　食品生産･3　　　　174　　　　　68　　　　　　　　　八尾　　　　　富山

7　　　　　横Ilj　錦　也　　　資源管理･3　　　　180　　　　　78　　　　　　　　　朝霞　　　　　埼玉

8　　　　　岸　本　孝　和　　　資源管理･4　　　　177　　　　　65　　　　　　　　　桑名　　　　　三重

9　　　　　清　常　智　別　　　海押韻境･ 2　　　　174　　　　　78　　　　　　　　　大宮北　　　　埼玉

10　　　　　日　野　利　彦　　　貿源管理･ 2　　　　　168　　　　　71　　　　　　　　　日根野　　　　大阪

11　　　　八　木　竜太郎　　　食品年産･3　　　　168　　　　　58　　　　　　　　拍中央　　　　千葉

12　　　　　堀　井　寿!i-_　　　食品仕度.4　　　　162　　　　　62　　　　　　　　百合ヶ丘　　　神奈川

補欠　　　　篠　田　昭　雄　　　資源管理.2　　　　173　　　　　75　　　　　　　佼成学園　　　東京

補欠　　　　細　見　昌　平　　　海洋年産.2　　　　169　　　　62　　　　　　　　検見川　　　　千葉

補欠　　　　吉　田　　陽　　　　海洋年産･2　　　　174　　　　　70　　　　　　　　　白魔　　　　東京

補欠　　　　　滝　　裕　介　　　食品J生産･3　　　　169　　　　　72　　　　　　園尊院大学栃木　　栃木
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出　漕　ク　ル

長崎大学　　顧　問　高　山　久　明

氏　　　　名　　　　　　　科･学年

主　将　　　　松　永　拓　　　　　　海洋資源生産･ 3

身長(cm)　　　体重(kg)　　　　　　出身校　　　　　県名

171　　　　　62　　　　　　　　　　玉龍　　　　　鹿児島

主　務　　　　　笠　原　俊　章　　　海洋資源生産. 3　　　175　　　　　69　　　　　　　　　倉敷南　　　　　岡山

艇指揮　　　　　今　池　康　平　　　海洋応用生物･ 3　　　178　　　　　　75　　　　　　　福岡大付属大濠　　福岡

艇　長　　　　　内　藤　学　　　　　　海洋応用J牛.物･ 2　　　175　　　　　85　　　　　　　　　大門　　　　　広良

1　　　　　笠　原　授　章　　　海洋資源生産. 3　　　175　　　　　69　　　　　　　　　倉敷南　　　　　岡山

2　　　　　　頚　木　英　俊　　　海洋資源年産･ 2　　　171　　　　　73　　　　　　　　佐世保南　　　　長崎

3　　　　　　中　島　　一　人　　　海洋応用使物･ 2　　　178　　　　　78　　　　　　　　　都城西　　　　　宮噂

4　　　　　　田　川　健　三郎　　　海洋応用使物･ 2　　　168　　　　　57　　　　　　　　　諌早　　　　　長崎

5　　　　　　玖　山　健　一一一　　　海洋応用生物･ 2　　　165　　　　　　60　　　　　　　　　　樺西　　　　　三重

6　　　　　　円　野　祥　仁　　　海洋資源Jf_産･ 2　　　174　　　　　73　　　　　　　　　海洋　　　　　　京都

7　　　　　　松　永　拓　　　　　　海汚資源生産･ 3　　　171　　　　　62　　　　　　　　　　玉龍　　　　　鹿児島

8　　　　　　山　H　春　永　　　海洋応用生物･ 3　　　170　　　　　　56　　　　　　　　　明王台　　　　　広島

9　　　　　　任　岡　覧　志　　　海洋資源佳産･ 2　　　172　　　　　　62　　　　　　　　　　新庄　　　　　　広島

10　　　　　　森　裕　一一　郎　　　海洋資源年産. 3　　　168　　　　　　58　　　　　　　　　　与論　　　　　鹿児島

1 1　　　　　橋　本　裕次郎　　　海洋応用年物･ 2　　　168　　　　　　67　　　　　　　　　　大崎　　　　　　長崎

12　　　　　　足　立　龍　轄　　　海洋資源q三産. 2　　　173　　　　　　61　　　　　　　　川西北陵　　　　　兵庫

日本大学　　顧　問,y.棄　洋

氏　　　　名　　　　　　　料･学年

末　将　　　　　宮　崎　　覚　　　　　　　　林学･4

身長(cm)　　　体重(kg)　　　　　　出身校　　　　　県名

180　　　　　　72　　　　　　　　　横浜日野　　　神奈川

ll:.務　　　　　小　林
応用使物･ 4　　　　172　　　　　　65　　　　　　　　　佐野日大　　　　栃木

艇指揮　　　　　小　林　大　介　　　　農芸化学･4　　　　170　　　　　　62　　　　　　　　　日大三高　　　　東京

艇　長　　　　　内　田　達　也　　　　　　林学･4　　　　170　　　　　60　　　　　　　　　日大桜丘　　　　東京

1　　　　　　塩　入　和　征　　　　農芸化学･ 3　　　　179　　　　　　65　　　　　　　　　長野日大　　　　長野

2　　　　　　永　井　　誠　　　　　農業工学･4　　　　178　　　　　72　　　　　　　　　佐野日大　　　　栃木

3　　　　　　　堀　　伸　明　　　　森林資源. 2　　　　169　　　　　71　　　　　　　　熊谷西　　　　埼玉

4　　　　　　勝　部　費　之　　　　食品工学. 2　　　　174　　　　　70　　　　　　　城西大付属川越　　埼玉

5　　　　　　河　田　恭　史　　　　食品工学･4　　　　174　　　　　63　　　　　　　　　七里ケ浜　　　神奈川

6　　　　　　宮　崎　　党　　　　　　　林学･4　　　　180　　　　　72　　　　　　　　横浜日野　　　神奈川

7　　　　　広　木　俊　介　　　　応用生物･3　　　　174　　　　　65　　　　　　　　日大三高　　　　東京

8　　　　　前　田　直　哉　　　応用生物･3　　　　178　　　　　71　　　　　　　日大習志野　　　千葉

9　　　　　塚　原　　崇　　　　　　　畜産･ 2　　　　167　　　　　54　　　　　　　　　大和西　　　　神奈川

10　　　　　戸　田　秀　人　　　食品経済.3　　　　170　　　　　61　　　　　　　　上尾　　　　埼玉

11　　　　小　林　秀　堵　　　応用生物･4　　　　172　　　　　65　　　　　　　　佐野日大　　　　栃木

12　　　　　水　戸　光　背　　　　　　拓殖･4　　　　173　　　　　75　　　　　　　　佐野日大　　　　栃木

補欠　　　　　福　田　健　吾　　　　　　林学･ 3　　　　180　　　　　77 日大豊山　　　　東京

補欠　　　　　砂　永　俊　介　　　　農芸化学･ 2　　　　177　　　　　70 松山　　　　　埼玉

補欠　　　　　原　田　修　iil　　　　森林資源･ 2　　　　175　　　　　70 薪城東　　　　　愛知

補欠　　　　　加　藤　宏　利　　　　植物資源･ 2　　　　170　　　　　60 国分寺　　　　　東京
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⊥,LPl ri_

丘議荊 巨重萱　　琵罰　　凍琶

1　競技出場者

出場選手名簿によるものとする｡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｡なお､出場者名簿に記載されている漕手等と補欠の交代は

自由とし､交代する場合は競技運営委員長に報告するものとする｡
2　クルー編成

クルーは､艇指揮､艇長､漕手12名､及び予備員2名以内(計16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　競技艇搭載物件

オール　　　　14本(予備2本)　　　　　救命浮環

爪　竿　　　　艇首用　2本　艇尾用1本　　　救命胴衣(予備貞用)

舵柄(鋼製) 1.　本

あかくみ　　　1　個

旗　竿　　　　1　本

曳航素等
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､競技前日に抽選により決定する｡

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

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直線コースで実施する｡

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位のうち各予選レースで1位の艇とのタイム差
が上位の1隻､計4隻が参加し実施する｡

り　順位決定レース

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｡

エ　決勝レース

･')1.

()

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隻)が参加し実施する｡

オ　順位決定

第1位から第7位までは､決勝レース､敗者復活レースの着順とし､第8位以下

は順位決定レースの着順とするo

(2)発進方式

競技艇は､機動艇に曳航されてスタートライン上を北側から進入し､発進合図によ

り一斉に曳航素を離し(取り込み) ､左回頭して発進する｡なお､ ｢発進｣の合図が

あるまでは､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

各艇は競技コース延長線上の陸上目標に向かって航走､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｡この際､石柱とは十分安全な距離をとるものとする｡

7　異議の申し立て

競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｡異議等のある艇は､ゴールライン通過後赤旗を掲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へは､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｡

(3)その他の事項については競技運営委員長所定とする｡

蕃　　半ll　　規
)　.　j

E宣享I

1　機動艇に曳航されてスタートラインを航適中の競技艇は､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｡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｡

4　着順の判定及び計時は､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｡なお､着順に異議がある場

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｡

5　同着の場合は､追い込み艇の勝ちとする｡

6　競技中のコースにおける障害､自艇の故障等は､他艇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｡ただし､被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　競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｡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､その成績は当該レースの最下位

とみなす｡

(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､これを揚収することなく競技を続行した場合｡ただし､

とう滑車のオールが折損した場合､その一部を有している場合は､流失とはみなさな

い｡

(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｡

(6)出場選手名簿と出場選手に変更があった場合｡ただし､競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｡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｡

11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｡

｣ ill ‥
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4 鳴�3R綯絣����ｸ椶�刹�{ー ��X蝎�R�海保大 鳴�f���V�8ﾉ�Y�R�倅�I�R�東商大 俾ﾙ�R�長崎大 �?ｩ�R� �� ��

5 �3b絣�#疫y��ｲ���剴倹�� ��X蝎�R�三重大宅 丶9]ｹ�SR�毎哀 俾ﾙ�R�東商大 冉���R�長崎大 �?ｩ�R�海技大 �� ��

6 �3r絣�#r�ﾂ��$ﾇR�東商大'i防衛大i 剞�Y大仁重大 剴倹�� 倆H��長崎大 丶9]ｹ�R�鹿大 �?ｩ�R�ち � ��

7 ���3ゅX�ｲﾓ��ﾎ��剴倹�� 丶9]ｹ�R�麿奏■ 倅�I�R�防衛大 �8ﾈⅹ�R�水産大 1 �+xﾞ��R���日大 俾ﾙ�X���海技大 �� ��

8 �3偵R���ﾂ�亊伜"�中天 丶9]ｹ�R�東商大 冉���R�1東水大 綿蓼��R�鹿大 ��X蝎�R�長崎大 丶8ｵｩ�R�日大 鳴�ﾂ��� ��

9 鼎�絣��b�I i l ���ｲ�檀 鳴�f���R��｢�i水産大 丶9]ｹ�V�8ﾉ�Y�R�ﾂ�俾ﾙ�R�三重大 �8ﾈⅹ�R�長崎大 l �?ｩ�R�海技大 ��- i ��

10 鼎�絣��Xｹ�ｧﾘ坿�ﾂ�刳C保大 冉���R�三重大 �?ｩ�R�E㊨ 唳�X蝎�R�東水大 �8ﾈⅹ�R�l虚大 �+xﾞ��R�海技大 白�ﾂ� ��

ll 鼎"絣��B��佩���｢�防衛大 定､9]ｹ�R�ｲ�】 芋重大 ���)�ﾂ�ﾂ�蘇 俾ﾙ�R�水産大 �+xﾞ��R�東水大 �?ｩ�R�海技大 白� ��

1】 12E43.5.191蔚山 i 劔防衛大 迄xhｷﾈ､9]ｹ�R�����8ﾈⅹ�V俾ﾙ�R�倅�I�R�l i長崎大 鳴���?ｩ�R�∃水産大 l 丶8ｵｩ�R�l 東水大∈ 【 冓 ��

13 鼎B絣�#2�����ﾎ��防衛大 �8ﾈⅹ�R�ﾂ�海保大 1 倅�I�R�+xﾞ��R�����俾ﾙ�R�海技大 ��(.r��� 鳴�! ��

14 鼎R絣��r� 凛���i 防衛大i長崎大 僮 E海保大臣日大 【 剪ﾏ商大聖鹿大 l 剞�Y大 �8ﾉ�Y�R�海技大 ���三重大 繁6I,ｩ�R�】 ��

15 鼎b絣��b� ��ﾈｷｸ坿�-人 剿ｐl �+xﾞ��R���!納入 侭?ｩ�R�東水大 ��X蝎�X唏､9]ｹ�R�倅�I�R�海技大 ���餾�R� ��

16 稗�.�Cr絣�#����緬F馮��防衛大 丶9]ｹ�R�㊨ ��｢�ｨ��R�三重大 �+xﾞ��R�東水大 ��X蝎�R�東商大 �?ｩ�R�海技大 I 鳴�6I,ｩ�V���Y�R���

17 佑CゅR�#fﾆ佩��ﾂ�刳C保大 �8ﾉ�Y�R�東商大 ��9+xﾞ��R�ﾂ�.水産大 亦�ﾔ井�I�R��｢���檀 ��｢�f���V俾ﾙ�R��?ｩ�R�海技大 ��ｲ�������【 ��

18 鼎偵R����ﾂ��8��"�ﾂ�長崎大 丶9]ｹ�R�i水産大麿> 剿h衛大 �8ﾉ�Y�R�邑鹿大 1 ���8ﾈⅹ�V倅�I�R��?ｩ�R�I海技大 �6I,ｩ�R�紳歯大 ��

F 19i50.5.18 劔dﾈ葡�軒中 冉���R�東水大 丶9]ｹ�R�l 長崎大毒鹿大 1 儉j人 ��ｹ�X蝎�R�ﾂ�海技大 ���餾�R�l三重大 辻����ｦ����

I 20i 鉄�絣��b�芦岸沖】 �i<Y+xﾞ��R��8ﾉ�Y�R�､9]ｹ�R�俾ﾙ�R�lr 卜一大弓水産大5 剋O重大 冉���X�｢�東商大 ���餾�R�電通大 丶8ｵｩ�R� 

21l 1 鉄"絣�#��馬堀 丶9]ｹ�ﾂ�㊥ 冉���R�鹿大 ��X蝎�R�長崎大 �8ﾉ�Y�R�東歯大 �8ﾈⅹ�R�三重大 �?ｩ�R���神歯大∃ 】 �6I,ｩ�R�海技大 

I 22弓 鉄2絣ﾃ#��呉 ��｢�､9]ｹ�X7��X蝎�R����hﾜ����R��+xﾞ姥2�東水大 冑)�ﾂ�東商大 倅�I�Xｧ��海技大｣ �8ﾈ､9�X�ｩ��Y�R��6I,ｩ�Vﾂ� 

23 1 鉄B絣�#��江田島 �+xﾞ��XｷﾈxdR�冉���R�海保大 �8ﾉ�Y�R�l 東海大 ��X蝎�R�三重大 �8ﾈⅹ�R�海技大 冑)�ﾈ���【 神歯大t �6I,ｩ�R�日大 

24 糞SR絣������夊坿��8ﾉ�Y�R�ﾂ�鹿人l 亦��X蝎�R�ﾂ�ll 長崎大1海保大≦ l 剴件､大l i �?ｩ�Yj��防衛大 ��B�東海大! 丶8ｵｩ�R�紳歯大 �6I,ｩ�V�� 

25 l ��鉄b絣�3��馬堀 �8ﾉ�Y�R�F二】大…㊥l 剿h衛大書 ��X蝎�R�鹿大 �8ﾈⅹ�R�長崎大 丶9]ｹ�R�東海大 I 倅�I�R�紳歯大 丶8ｵｩ�R�電通大 

26 鉄r絣��r�呉 丶9]ｹ�R�東水大 冉���R�東商不を鹿大∃㊥ 劔�X蝎�R�l =人う �+xﾞ��R�I 東海大 白�､8ｵｩ�Vｩ��Y�R����6I,ｩ�S�� 

27 鉄ゅR�#��鶴城 冉���R�;東商大l l 丶9]ｹ�X�hxb��?ｩ�R�F 鹿大…長崎大∃ ! 剴倹�� 倅�I�R�水産大 丶8ｵｩ�ﾃｲ�東海大 ���餾�R�電通大一一一 

28 鳴�鉄偵R�#��ﾂ�芦屋沖 �8ﾉ�Y�R�!防衛大!東商大 Lt 凵z水産大 俾ﾙ�R�1 】三重大j海保大l 剴咜� �+xﾞ��R�㊨ �8ﾈ､9�Y�"�.r�B�海技大 �6I,ｩ�R�紳歯大 

29 粘c�絣����東京 �8ﾉ�Y�R�l 防衛大 亶ﾉ�X蝎�R�&^+ �?ｩ�R����海保大 倅�I�R�∈㊥. �+xﾞ��R�海技大 ���餾�R�電通大 �8ﾈ､9�R�東商大 

30 白�c�絣����8ﾎ����X蝎�R�防衛大 ���8ﾉ�Y�TY8ﾈⅹ�Xｼ��R�刳C保大 鳴��鞴�I�R�】長崎大 �?ｩ�R�㊥ 丶8ｵｩ�R�東海大 ���餾�R�+��電通大 

31 田"絣��r���伊勢町 冉���Y�閂b�亦�ﾂ���8ﾉ�Y�R�水産大 】 緬Eｹ?ﾂ�鹿大 倅�I�R�海保大 ��9?ｩ�R�ﾂ�東海大 �+xﾞ��R�紳歯大 l ��､8ｵｩ�R���電通大 

32 鳴�ﾃc2絣��r�芦岸沖 �8ﾉ�Y�R�鹿大 丶9]ｹ�R�i@ �8ﾈ､9�R�東商大 悠�X蝎�R���日大 倅�I�R�防衛大 �+xﾞ��R�岳神歯大 綿､8ｵｩ�R�電通大 

33 買�絣�#��呉 俾ﾙ�X��8ﾉ�Y�R��6Y���ﾂ�防衛大 �8ﾈⅹ�Y���X蝎�R��?ｩ�R�海保大 悠+xﾞ��R�東海大 倅�I�R�紳歯大 �6I,ｩ�R� 

34 �"絣��2���東京 �8ﾉ�Y�R�海保大 �8ﾈⅹ�R�防衛大 ��X蝎�R�l 長崎大量東海大 剞a歯大 俾ﾙ�R�㊥ ����?ｩ�R�電通大 倅�I�R�海技大 

35 鳴��2絣����呉 俾ﾙ�R�L防衛大害東水大l㊥ 劔8ﾈⅹ�X�98ﾈ､9�R���綿､9]ｹ�R�長崎大 ��X蝎�R�日大 丶8ｵｩ�R�紳歯大 倅�I�R�電通大 

36 釘絣��r�r ;伊勢町 丶9]ｹ�R�r ∃防衛大 l 鳴�8ﾈⅹ�R�水産大 白�8ﾉ�Y�R�日大 �+xﾞ��R�鹿大 ���餾�R�@ 亦�8ﾈ､9�R�l三重大 �6I,ｩ�R� 

37 迭絣�3��六甲沖 冉���R�l東商大L水産大 冤海保大 �hｧ�8ﾉ�Y�R��?ｩ�R�紳歯大 帝+xﾞ��R�≡重大 俾ﾙ�R�東海大 丶8ｵｩ�R� 

38 澱絣�#��li呉 ����､9]ｹ�V��X蝎�R��?ｩ�R�東商大 俾ﾙ�R�長崎大 �b�防衛大 �8ﾉ�Y�R�三重大 �8ﾈ､9�R�紳歯大 �� 

39 途絣�#��[伊勢町 ��X蝎�R�防衛大 ���東水大 �?ｩgｹ�R�東商大 �+xﾞ��R�三重大 俾ﾙ�R�海保大 �8ﾈ､9�R�紳歯大 F �� 

40 唐絣����呉 l 冉���R�長崎大 �8ﾉ�Y�R�I 水産大 �8ﾈ､9�R�鹿大 �?ｩ�R�海保大 倅�I�R�㊨ �8ﾈⅹ�R�紳歯大 �� 

ー12-
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