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第43回　全EI本カッター競技大会

日　　　　時

主　　　　催

主　管　校

会　　　　場

後　　　　援

(複合同順)

目　　　　的

参　加　校

(五十音順)

主将会　議

連盟会　議

(検討会)

平成11年5月22日比) 9 : 00-15 : 30<雨天決行>

全日本カッター連盟

海上保安大学校

海上保安大学校前面海域

呉市･呉市教育委員会･呉市体育協会･中国新聞社･日本海事新聞社･

NHK広島放送局･中国放送･広島テレビ･広島ホームテレビ･

テレビ新広島･広島エフエム放送･海上保安協会

カッター競技を通じ､心身の鍛練､とう漕技術の向上を図るとともに健

全な海事思想の普及に資する｡

日　時

場　所

出席者

議　事

日　時

場　所

出席者

議　事

行　事　日　程

5月21日幽16:30-18:00

海上保安大学校本館2階会議室

各校主将､主務

(1)競技要領､審判規則の確認

(2)各種抽選

(3)予算(連盟費､弁当代等含)､その他

5月22日出大会終了後

海上保安大学校本館2階会議室

各校顧問､主将､主務

(1)連盟規約審議及び決定､大会反省

(2)決算報告､次回担当校決定､その他
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第43回全日本カッター

競技大会を迎えて

■■一､､　　　　　　､　　→､

･■　　　　1ト

海上保安大学校長　高　橋　　　辿

新緑の若葉萌える5月　ここ瀬戸内､呉の地におきまして､この度全日本の海事関係

大学のご参加を得て､第43回全日本カッター競技大会を開催する運びとなりましたこと

は､誠に喜びに耐えません｡

この伝統と歴史のある大会に今回女子の部が前回のオープン競技を経て､正式に開催

されることとなり､海の世界にも更に新しい風が吹き込まれることとなりました｡

海洋レジャーも各種華やかに変化し､広く普及してきた昨今､諸君はこの過酷なカッ

ター競技に魅せられ､シーマンにとって不可欠な不屈の精神､強靭な体力及び信頼に基

づくチームワークを学び取られましたことは､諸君一人一人の人生にとって大きな糧に

なると思います｡

本日は､日頃の厳しい鍛練の成果を遺憾なく発揮され､青春時代の良き思い出のペー

ジを飾るべく､悔いのないレースが繰り広げられることを期待いたします｡最後に､本

大会の運営と発展に常々ご協力を賜っております関係各位に深く謝意を表しますととも

に､今後とも一層の御支援をお願いいたします｡

平成11年5月
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大　会　役　員

A
コ三

副会長

審判長

海上保安大学校長　　高　橋

海上保安大学校　副校長　　藤　岡

海上保安大学校　訓練部長

顧　　問(男子クルー)

鹿児島大学　　松

神戸商船大学　　古

東　海　大　学　　花

東京水産大学　　柿

日　本　大　学　　丹

三　重　大　学　　関

顧　　問(女子クルー)

神戸商船大学　　失

東　海　大　学　　花

海上保安大学校　　稲

実行委員長

審　　　　判

同補　佐

接待･広報

同補　佐

設標･警戒

同　補　佐

進行･記録

同補　佐

配　　　　乗

同補　佐

会場設営

同補　佐

庶務･会計

同補　佐

神奈川歯科大学

水産大学校
東京商船大学
長　崎　大　学

防衛大学校
海上保安大学校

4年　航　海　　高　橋　秀　聡
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岩　間　利　隆

西　野　正　哲

龍　　宮　本　幹　央
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男子ク　ルー名　簿

鹿　児　島　大　学

氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��xﾊr��

顧問 傴ﾉnﾉ]ｸｷb� �� �� 

主将 ��Y�ﾉ[h��水産環境コース �2�173 田��近畿大学付属新宮.三重 

副将 佰Y69�I��水産 �"�170 田R�松山中央.愛媛 

主務 �;�儘ｹ�驟��水産 �"�170 田��玉龍.鹿児島 

艇指揮 ��ﾉnﾉ�闔｢�水産総合コース �2�173 田��東福岡.福岡 

艇長 伜)gｸｴﾙEb�水産資源コース �2�165 鉄R�原東.広島 

1 ��ｨ�8�(樞�水産総合コース �2�170 田"�尾道東.広島 

2 亊靼靫��水産 �"�185 塔r�小山.栃木 

3 ��Y�ﾉ[h��水産環境コース �2�173 田��近畿大学付属新宮.三重 

4 佰Y69�I��水産 �"�170 田R�松山中央.愛媛 

5 �:�}�ﾉ)���水産資源コース �2�176 塔R�島松西.香川 

6 亶ｸﾞ円r�水産総合コース �2�178 都��中村.高知 

7 �;�儘ｹ�驟��水産 �"�170 田��玉龍.鹿児島 

8 俥)gｸﾖ�ｩ��水産 �2�173 都��済々費.熊本 

9 �ﾈ�)�R�水産 �"�180 都��加茂水産.山形 

10 ��69k靫��水産 �"�170 涛"�松陰.愛知 

ll �� �� �� 

12 ��:�蕀k��水産 �"�170 田"�安城.愛知 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 

神奈川歯科大学
氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��xﾊr��

顧問 �9(�);�2� �� �� 

主将 ��:�vﾘ爾�歯学部 迭�172 都B�県立生田.神奈川 

副将 �69(iu�ｩ��歯学部 釘�173 田��聖光学院.愛知 

主務 ��Y9估��歯学部 迭� ��鹿島学園.衣.城 

艇指揮 ��Y9估��歯学部 迭� ��鹿島学園.茨城 

艇長 �')$ｩ���B�歯学部 �2� ��･静岡 

1 弍�:�ﾕ����歯学部 �"�173 都��作新.栃木 

2 ��XｻI4��歯学部 釘�173 塔��逗葉.神奈川 

3 儁�68ｦy$"�歯学部 迭�165 都��天理.奈良 

4 �:�69�驟��歯学部 ���173 都��錦城.千葉 

5 �69(i{)Eb�歯学部 澱�160 塔��初声.神奈川 

6 們I69Y�贅�歯学部 澱�180 都��藤枝東.静岡 

7 儖8ﾏｲﾘﾆ��歯学部 迭�176 塔"�日大三高.神奈川 

8 ��:�vﾘ爾�歯学部 迭�172 都B�県立生田.神奈川 

9 儻域ﾙ68ﾊｨ樞�歯学部 澱�168 田R�神戸高塚.兵庫 

10 冑ｩ�ｨﾔ餤b�歯学部 ���173 田��崇徳.広島 

ll 侏HｻHﾔxﾔｲ�歯学部 �"�170 田��･北海道 

12 �69(iu�ｩ��歯学部 釘�173 田��聖光学院.愛知 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��■ 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 
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神戸商船大学
氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��ye竰�

顧問 儼9��椹�b� �� �� 

主将 弍hｸ��ﾘﾘ"�航海 釘�172 田R�金光学園.岡山 

副将 ���68ｬ"�機関 釘�166 鉄r�入善.富山 

主■務 ���69|ﾒ�航海 釘�177 塔R�巻.新潟 

艇指揮 ���68ｬ"�機関 釘�166 鉄r�入善.富山 

渇延長 冉ｸ6ﾘ��[ｨ贅�海洋 釘�175 鉄��武岡台.鹿児島 

1 ��$)u8贅�機関 �2�163 田��江戸川.東京 

2 �8ﾉ�ｹ�R�機関 �"�175 田2�六甲.兵庫 

3 ��Xｯh自vﾙ[ﾒ�機関 �"�166 鉄"�郡上.岐阜 

4 ���69|ﾒ�疏.海 釘�177 塔R�巻.新潟 

5 倬仂ｩ�2�;��航海 �2�175 田��早実.埼玉 

6 俚):�ｴ(ﾉｲ�輸送 釘�171 都��大村.長崎 

7 弍hｸ��ﾘﾘ"�航海 釘�172 田R�金光学園.岡山 

8 抱ﾄ)kﾈﾔ�?��航海1 �2�162 田B�小牧南.愛知 

9 兢��)'�Tb�海洋 釘�164 田b�山崎.兵庫 

10 �ﾙgｸﾊｸ自��海洋 �"�173 都R�豊岡.兵庫 

ll �(h鯖uH�B�動カー �2�170 鉄R�桃山.京都 

12 �')69Y�贅�海洋 釘�167 鉄��東寝屋川.大阪 

補欠 ��ﾈ�(ｴｸﾗ2�海洋 釘�173 田��川西縁台.兵庫 

補欠 ��ｹzy����Hﾂ�機関 �"�171 田��豊中.大阪 

補欠 ����ﾈ�ﾔｲ�海洋 �"�178 田"�若狭.福井 

補欠 ��9nﾈ�2�機関 �"�170 鉄��札幌丘珠.北海道 

水　産　大　学　校

氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��xﾊr��

顧問 �ｩ�ﾉ�ﾉnr� �� �� 

主将 冉ｹ�{)�驟��海洋機械工 �2�176 都R�宝塚東.兵庫 

副将 ���ﾉg��ﾂ�食品化学 �2�178 田��宝塚西.兵庫 

主務 俑處x��海洋生産管理 �2�170 田��佐倉.千葉 

艇指揮 �(i�ｨﾘb�海洋生産管理 �"�172 田r�､藤井寺.大阪 

艇長 ��Xｷi]ｹu倚B�海洋機械工 �"�164 鉄R�海洋.京都 

1 亶ｸ岔�8ﾔｲ�生物生産 �"�178 鉄r�東海大第五.福岡 

2 ���ﾉg��ﾂ�食品化学 �2�178 田��宝塚西.兵庫 

3 假�鯖{ｩ[ﾒ�海洋機械工 �2�175 田��刀根山.大阪 

4 假�鯖�俶｢�食品化学 �2�168 鉄��九州国際大学付属.福岡 

5 �ﾙ,9tﾈ謦�海洋機械工 �2�171 田R�出水中央.鹿児島 

6 冦井ﾙuH樞�海洋生産管理 �2�171 都"�仙台第一..宮城 

7 冉ｹ�{)�驟��海洋機械工 �2�176 都R�宝塚東.兵庫 

8 �ｩOh謦�海洋生産管理 �2�178 田��下関第-.山口 

9 俑處x��海洋生産管理 �2�170 田��佐倉.千葉 

10 傴ﾈ圸dﾘﾘB�海洋機械工 �2�173 都"�太成.大阪 

ll 冩hｯi*��海洋機械工 �2�161 鉄R�筑前.福岡 

12 �����69+ﾉ(��海洋生産管理 �2�163 田��山口水産.山口 

補欠 丿�Ix�z"�海洋生産管理 �2� ��加世田.鹿児島 

補欠 俥(ﾏｹ�H���海洋機械工 �5�� ��関.岐阜 

補欠 �:�圷�8謦�海洋機械工 �"�177 都��大手前.大阪 

補欠 俚(�盈��8��海洋機械工 �"�170 鉄��諌早東.長崎 
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東　海　大　学

氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��xﾊr��

顧問 �Ieｸﾋ8ﾋ�� �� �� 

主将 ��I:�ｧr�海洋工学 釘�170 都R�都立大泉. 

副将 ���ﾉ'����水産 釘�165 都B�東海大四. 

主務 ���ﾉ'����水産 釘�165 都B�東海大四. 

艇指揮 �>��)���船舶工学 釘�182 田R�浜松南. 

艇長 亶ｹgｹ?ｩgｲ�水産 釘�176 都B�宇和島南. 

1 �ｹ68ﾔ�&｢�海洋科学 �2�179 塔��浦和市立. 

2 ��I:�ｧr�海洋工学 釘�170 都R�都立大泉. 

3 ��ﾉ69�B�海洋土木 釘�172 都��東宇治茶. 

4 �5h��|yu2�海洋土木 釘�172 田R�堀越学園. 
｢ 〇 ��ﾉ8��yTb�船舶工学 �2�174 塔��藤代紫水. 

6 ��Y8x��р�海洋工学 �2�171 田R�春日井南. 

7 俘(ｻHﾔ�ｩ��水産 �2�164 鉄b�京都洛西. 

8 ��:�K冢ﾒ�海洋土木 釘�172 田"�横浜南. 

9 亳y69��､��航海工学 �2�170 都R�札幌光崖. 

10 ��ﾉOhｧ��航海工学 釘�173 田B�広尾. 

ll ���ﾉ'����水産 釘�165 都B�東海大四. 

12 ��I�X�)k��海洋科学 �2�167 鉄b�松山. 

補欠 �69(h�9Eb�海洋工学 �2�170 田"�函館東. 

補欠 ��ﾉ8y$)n��海洋資源 �2�166 都R�東海大相模. 

補欠 �:�gｹ�僞b�海洋科学 �"�167 田b�川越東. 

補欠 凭凅俘I?��海洋科学 �"�172 田��流山南. 

東京商船大学
氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��xﾊr��

顧問 傅�囘ﾘ裵� �� �� 

主将 伜(ﾏｹ�ﾈﾗ2�航海 釘�175 都2�宮崎南.宮崎 

副将 �>�nﾈ葈ﾔｲ�機関 釘�175 田��大麻.北海道 

主務 �:��y��機関 釘�170 鉄R�太田一.茨城 

艇指揮 伜(ﾏｹ�ﾈﾗ2�航海 釘�175 都2�宮崎南.宮崎 

艇長 �>�nﾈ葈ﾔｲ�機関 釘�175 田��大麻.北海道 

1 �(i�ｩ+ﾈﾜb�航海 �2�170 田��木更津.千葉 

2 �:��y��機関 釘�170 鉄R�太田-.茨城 

3 �>ﾈﾘ�5B�航海 �2�175 田��長田. 

4 ��ｩ69yy�"�航海 �2�175 田R�清風. 

5 俘(ｻH蒴nr�機関 �2�170 田��羽水. 

6 兀�69t倡R�機関 �2�170 鉄R�延岡. 

7 ��8ﾉ$)nr�航海 ���174 田��五条.愛知 

8 �ｩz�'�ﾔ��交通 �"�170 田��都城西.宮崎 

9 ��I:��x���交通 ���167 鉄B�御殿場西.静岡 

10 傅ﾈ�)H靫ｲ�機関 ���174 塔B�東陵. 

ll ��I69�X��機関 ���173 涛��高蔵寺.愛知 

12 ��靈I�X��機関 ���170 鉄B�姫路.兵庫 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��■ 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 



東京水産大学
氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��xﾊr��

顧問 丿�ﾋIy一�� �� �� 

主将 傴ﾈ皐ｫ)6��資源育成 釘�168 田"�上田.長野 

副将 �?ｩnﾉy欝b�資源管理 釘�170 田��日根野.大阪 

主務 們)68諸u��資源管理 釘�172 都B�佼成学園.東京 

艇指揮 傴ﾈ皐ｫ)6��資源育成 釘�168 田"�上田.長野 

艇長 ���)tB�海洋生産 �2�173 田r�三崎水産.神奈川 

1 ��Y,ｹ�ﾘ���資源管理 �"�182 塔��大手前.大阪 

2 傴ﾈ侭�ﾉI"�海洋生産 �"�170 田��桐生.群馬 

3 ��ﾉ�ｩ$)��資源育成 �"�168 田B�伊勢崎.群馬 

4 們)68諸u��資源管理 釘�172 都B�佼成学園.東京 

5 傴ﾉgｸｫ�譴�海洋環境 �2�181 都��専修大学松戸.千葉 

6 ��ﾈ�8ﾉ(ﾔｲ�海洋環境 �2�177 都��長岡.新潟 

7 ��Hｷｹ'��R�海洋環境 釘�174 塔2�大宮北.埼玉 

8 �?ｩnﾉy欝b�資源管理 釘�170 田��日根野.大阪 

9 俤xﾊ傴兌ﾒ�海洋生産 釘�1.69 田��検見川.千葉 

10 乘ｸ躡68ｧr�海洋生産 �2�170 田R�焼津水産.静岡 

ll �8xﾞ畏驂r�海洋生産 �2�174 田��広尾.東京 

12 俚):�ﾕ�ﾒ�海洋生産 �2�177 都"�横浜日野.神奈川 

補欠 ����ﾉ�I��海洋生産 �2�171 田"�錦城学園.東京 

補欠 ��ﾈﾞ��I[b�食品生産 �"�174 都��藤伏.茨城 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 

長　崎　大　学

氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��xﾊr��

顧問 俘(�(ｷik�� �� �� 

主将 ��Y694��海洋応用生物化学 �2�183 田R�明石西.兵庫 

副将 �ｩ68ﾉ)�驟��海洋応用生物化学 �2�173 田��城東.徳島 

主務 兌ﾘﾞ(�nr�海洋応用生物化学 �2�167 田2�島原.長崎 

艇指揮 ��ﾉ�ｩt��海洋応用生物化学 �2�165 都��佐世保北.長崎 

艇長 伜(ﾏｹ{(ﾔｲ�海洋生物科学 �"�183 田��白石.佐賀 

1 ��Y694��海洋応用生物化学 �2�183 田R�明石西.兵庫 

2 �ｩ68ﾉ)�驟��海洋応用生物化学 �2�173 田��城東.徳島 

3 ��I:�{2�海洋資源生産科学 �"�176 田��向丘.東京 

4 �(i8yviH��海洋応用生物化学 �"�183 田R�洛北.京都 

5 �ｹnﾉ{ｨ爾�海洋生物科学 �2�177 田b�尚知西.高知 

6 �ｨ鈐ﾘ��海洋生一物科学 �2�159 鉄r�豊府.大分 

7 乂韃)��ﾔr�海洋生物科学 �2�178 都��佐世保北.長崎 

8 ��8ﾄｹ��nr�海洋資源生産科学 �"�173 田b�宮西.愛知 

9 �(i8xﾔﾈｴﾒ�海洋資源生産科学 �"�167 田2�久留米工大付属.福岡 

10 �69�ﾈﾉ(蕀��海洋応用生物化学 釘�169 鉄��諌早.長崎 

ll 兌ﾘﾞ(�nr�海洋応用生物化学 �2�167 田2�島原.長崎 

12 ����X��海洋資源生産科学 �"�173 田��京都成章.京都 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��■ 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��■ 
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日　本　大　学

氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��xﾊr��

顧問 �$�8�� �� �� 

主将 估��ﾉk��森林資源 釘�170 都"�熊谷西. 

副将 俚ｸ迄�(樞�農芸化学 釘�177 都��松山. 

主務 舒(ﾛ(﨓���応用生物 釘�172 田��名西. 

艇指揮 ��:�ﾔyy��植物資源 釘�170 田��国分寺. 

艇長 舒(ﾛ(﨓���応用生物 釘�172 田��名西. 

1 估��ﾉk��森林資源 釘�170 都"�熊谷西. 

2 俚ｸ迄�(樞�農芸化学 釘�177 都��松山. 

3 俑�鯖{9F��動物資源科学 �"�174 都R�別海. 

4 傅ﾉ}�&ﾙH��生物環境工学 �2�181 都"�長野日大. 

5 仆Igｸﾖｹ^2�海洋生物資源 �2�168 田2�本巣. 

6 仆Igｹ/YEb�海洋生物資源 �"�175 田r�可児. 

7 侏I68�8謦�森林資源 釘�176 都��新城東. 

8 儁�695Ik��生物環境工学 釘�170 田r�松本第一. 

9 ��I:�ﾘｲﾒ�応用生物 �"�176 田��日々谷. 

10 兌ﾙ69=ivﾒ�海洋生物資源 �2�172 田��名古屋西. 

ll �(i�ｩk騅ﾒ�森林資源 �"�167 田2�日大. 

12 伜)gｸﾉ(ﾎ��海洋生物資源 �"�170 田��松阪. 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 

防　衛　大　学　校

氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��xﾊr��

顧問 亳y68ｷhﾜb� �� �� 

主将 伜)(hﾉｲ�機械システム 釘�169 鉄��安古市.広島 

副将 亶i]ｹ�ﾈ繒�機械工学 釘�175 田��鹿島.佐賀 

主務 舒(岔wｩ�驟��電気工学 釘�169 田R�福岡附大濠.福岡 

艇指揮 伜)(hﾉｲ�機械システム 釘�169 鉄��安古市.広島 

艇長 �(h皐ﾔi�r�機械システム 釘�172 田"�金蘭千里.大阪 

1 凭冦咽y[ﾒ�機械システム �2�170 都2�福島.福島 

2 估ｸﾋI+ﾉ�ﾂ�国際関係 �2�170 都R�市川.埼玉 

3 乘�69�ﾉnr�電子工学 釘�171 都��秋田.秋田 

4 兌ﾘ圷ﾔh樞�機械工学 釘�169 田��明善.福岡 

5 兀�ｷiH����電気工学 釘�170 田b�向陽.和歌山 

6 ��ﾈﾏﾈ�爾�数学物理 釘�175 田��田名部.青森 

7 亶i]ｹ�ﾈ繒�機械工学 釘�175 田��鹿島.佐賀 

8 ��ﾈﾞ��ﾘ爾�機械システム �2�179 田��九産大附九州.福岡 

9 估�68ﾘ(ﾏR�材料物性 釘�174 田r�秩.山口 

10 �Hﾌｸﾔ騏B�機械システム 釘�168 田"�佐世保南.長崎 

ll 冦穎ﾉ�闔｢�数学物理 �2�171 田��宇土.熊本 

12 �H�9H饉b�管理 釘�164 田��人吉.熊本 

補欠 儻�ｨ��ﾂ�材料物性 釘�171 田��玉名.熊本 

補欠 倡X棠�ﾙWb�応用物理 釘�171 田��浜松北.静岡 

補欠 �-"�土木 �2�170 都"�敦賀気比.福井 

補欠 ��I:��闔｢�管理 �2�169 田��東京学芸大附属.東京 
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重　大　学

氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��xﾙR��

顧問 亊hﾏｸ�Wb� �� �� 

主将 �+y$ｩ�ﾉ<B�生物資源 �2�176 田��名東.愛知 

副将 �'(�8�����工 �"�115 田"�崖陵.兵庫 

主務 俘(ｻI+ﾈ��生物資源 �2�171 鉄R�国府.愛知 

艇指揮 估igｹ=h���生物資源 �2�163 ��小郡.福岡 

艇長 ��ﾉ�8��2�人文 �2�156 ��大野.福井 

1 ��Xﾞ����工 �2�176 田B�鳳.大阪 

2 �+y$ｩ�ﾉ<B�生物資源 �2�176 田��名東.愛知 

3 俘(ｻIeﾒ�生物資源 �2�178 田��河南.大阪 

4 侘8ｼｸ葈��工 �2�175 田r�最良.岐阜 

5 亳�gｸｴﾙ�b�工 �"�172 田"�上野.三重 

6 傅ﾉg�ﾔx�"�工 �"�168 田��松阪.三重 

7 �'(�8�����工 �"�175 田"�星陵.兵庫 

8 刎�69�ﾉF��エ �"�170 鉄R�安城東.愛知 

9 冢ﾈｭI69uB�人文 �"�172 鉄��上野.三重 

10 ��ｨ鯖uH樞�工 �"�174 田2�上野.三重 

ll 凭冦�ｹuB�人文 �2�171 田��刈谷.愛知 

12 俘(ｻI+ﾈ��生物■資源 �2�171 鉄R�国府.愛知 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 

海上保安大学校
氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��xﾊr��

顧問 �駢Hﾉ)�ﾂ� �� �� 

主将 俘(ｻI�Y{｢�機関 釘�174 田2�札幌北.北海道 

副将 兌ﾙ69u�｢�機関 釘�179 都��舟入.広島 

主務 假�皐ﾆ��通信 釘�163 田��函館ラサール.北海道 

艇指揮 俘(ｻI�Y{｢�機関 釘�174 田2�札幌北.北海道 

艇長 兌ﾙ69u�｢�機関 釘�179 都��舟入.広島 

1 傅ﾉnﾈｯiu8樞�機関 �2�170 田"�逗子開成.神奈川 

2 假�皐ﾆ��通信 釘�163 田��函館ラサール.北海道 

3 凭冦扱��R� �"�174 都��長岡.新潟 

4 佩9:��H��� �"�174 都"�府中.広島 

5 俑�nﾉ&ﾘﾗ2� �"�170 田��古川商業.宮城 

6 �)YI�ﾉvﾒ� �"�167 田��境.鳥取 

7 �'ﾉ>��ﾈﾔb�航海 �2�173 田R�札幌旭丘.北海道 

8 �8ﾈｶ���� �"�172 都"�鈴蘭台.兵庫 

9 冏�6ﾙ>�ﾔxﾗ2� �"�171 田��加治.木.鹿児島 

10 �(i68ﾘｲ� �"�175 田R�広島観音.広島 

ll �')69&ﾘ��� �"�169 田"�長崎南.長崎 

12 �(hﾖ��8贅�航海 �2�169 都"�大分舞鶴.大分 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 

補欠 �� �� ��● 
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女子ク　ルー名簿

神　戸　商　船　大　学

氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��xﾊr��

顧問 冢駭ﾈｶx��� �� �� 

主将 ��X�(躡^IOﾂ�航海 釘�161 辻�大島.鹿児島 

副将 �ｹYItH���航海 釘�163 辻�口加.長崎 

主務 ��ｸ皐廬�2�航海 �2�167 辻�東海南.愛知 

艇指揮 儖ﾉEｩ�ｨ矯���航海 釘�163 辻�西宮北.兵庫 

艇長 ��:�u(ｴr�航海 釘�157 辻�天白.愛知 

1 �:�ﾋH��鮭���航海 釘�168 辻�大谷.大阪 

2 �ｹYItH���航海 釘�163 辻�口加.長崎 

3 偬IW�育��航海 �2�165 辻�日田.大分 
■4 ��ｸ皐廬�2�航海 �2�167 辻�東海南.愛知 

5 ��X�(躡^IOﾂ�航海 釘�161 辻�大島.鹿児島 

6 �:�m�=餔ﾈ���海洋 �"�155 辻�門司.福岡 

補欠 冏�69u8���航海 �2�163 辻�可児.岐阜 

補欠 乘y'(芥���機関 �2�157 辻�崖陵.兵庫 

補欠 �:�gｸ�)]ｸ���航海 �2�161 辻�親和女子.兵庫 

補欠 �� �� 辻�● 

水　産　大　学　校

氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��xﾊr��

顧問 �ｩ�ﾉ�ﾉnr� �� �� 

主将 冉ｹ�{)�驟��海洋機械工 �2�176 都R�宝塚東.兵庫 

副将 ���ﾉg��ﾂ�食品化学 �2�178 田��宝塚西.兵庫 

主務 俑處x��海洋生産管理 �2�170 田��佐倉.千葉 

嫡廷指揮 ��ﾘ鯖$ｩ���漁業 釘�169 田R�英数学館.広島 

艇長 冏�nﾈﾏi���機関 釘�183 都r�大分東.大分 

1 �:伜)5H���管理 �"�158 鼎b�新城.神奈川 

2 �$ｨﾏｹOﾈﾘ��管理 �"�163 鉄2�河南.大阪 

3 ��ｩdｹ�ﾙ,2�管理 �"�153 鼎r�神戸山手女子.兵庫 

4 �H�8ｷh魔�管理 �"�160 鉄��北筑.福岡 

5 侏Hﾏｹ5x���生物 �"�163 鉄B�川和.神奈川 

6 侈��)�霍ﾂ�漁業 釘�163 鉄"�長府.山口 

補欠 �69�ｩ�x醴�漁業 釘� 辻�● 

補欠 ��ﾉ-(楮���漁業 釘�166 辻�● 

補欠 偬�ﾕﾙ[b�漁業 釘� 辻�● 

補欠 �� �� 辻�● 
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氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xﾕ｢竏��xﾊr��

顧問 �Ieｸﾋ8ﾋ�� �� �� 

主将 倚�8疫(ｴr�水産 釘�164 鉄B�水城.茨城 

副将 �(inﾉOﾉu(ｴ��海洋資源 釘�165 鉄R�下館第二.茨城 

主務 �(inﾉOﾉu(ｴ��海洋資源 釘�165 鉄R�下館第二.茨城 

艇指揮 �(inﾉOﾉu(ｴ��海洋資源 釘�165 鉄R�下館第二.茨城 

艇長 傅ﾉ')�x､r�水産 釘�158 鼎��東海大甲府.山梨 

1 倚�8疫(ｴr�水産 釘�164 鉄B�水城.茨城 

2 ��X侭Oﾉ~��水産 �2�165 鉄R�冒彰館.広島 

3 ��Y$ｨ-ﾈ,x*��航海工学 �2�151 鼎��春日井南.愛知 

4 ��靈IOﾉz"�航海工学 �"�164 鉄B�常葉学園.静岡 

5 �ﾈ��'����水産 �2�152 鼎"�弥栄東.神奈川 

6 ��X�)=h���海洋科学 �2�159 鼎��沖縄尚学.沖縄 

補欠 伜(ﾚｩ=顏��海洋科学 �2�158 鼎��那覇.沖縄 

補欠 仍ｹ}�ｻ����海洋工学 �"�170 鉄��木北.兵庫 

補欠 俚):�-ﾈ,x*��海洋科学 �"�162 鉄"�東京女子学院.埼玉 

補欠 �� �� 辻�● 

氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"邃ﾒ��

顧問 亊hﾏｸ�Wb� �� �� 

主将 估igｹ=h���生物資源 �2�163 辻�小郡.福岡 

副将 冢ﾈﾏｹ?�ﾛ)EB�人文 �2�160 辻�成東.千葉 

主務 ��ﾉ�8��2�人文 �2�156 辻�大野.福井 

艇指揮 �+y$ｩ�ﾉ<B��生物資源 �2�176 辻�名東.愛知 

苑延長 �'(�8�����工.電気電子 �"�175 辻�崖陵.兵庫 

1 估igｹ=h���生物資源 �2�163 辻�小郡.福岡 

2 冢ﾈﾏｹ?�ﾛ)EB�人文 �2��160 辻�成東.千葉 

3 ����x��医.看護 �"�166 辻�津.一重 

4 ��ﾉ�8��2�人文 偵2�156 辻�大野.福井 

5 伜)69+ﾈ���人文 �"�157 辻�西春.愛知 

6 �?ｩ'X��=韈��人文 �"�155 辻�郡上.岐阜 

補欠 亳ygｸ����人文 �"�168 辻�上野.三重 

補欠 �� �� 辻�● 

補欠 �� �� 辻�● 

補欠 �� �� 辻�● 
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海上保安大学校
氏名 乂yYB隗x怩�学年 ��y+r�体重 偬��xｧ"竏��xﾊr��

顧問 �駢Hﾉ)�ﾂ� �� �� 

主将 俘(ｻI�Y{｢�･機関 釘�174 田2�札幌北.北海道 

副将 兌ﾙ69u�｢�機関 釘�179 都��舟入.広島 

主務 俑ｨｭﾙ'����航海 釘�156 辻�川和.神奈川 

艇指揮 傴ﾉ�斡ﾘ躋�航海 �2�182 辻�熊谷西.埼玉 

艇長 凭冦畏��eﾒ� �"�156 辻�大館鳳嶋.秋田 

1 �Hﾏｹ'���� �"�165 辻�斐太.岐阜 

2 傅ﾉ�ﾉOﾈｴ�� �"�160 辻�広大附属.広島 

3 倅�騏H���航海 釘�160 辻�桐蔭学園.神奈川 

4 仞���'�ﾆ(���航海 釘�163 辻�都立駒場.東京 

5 儖8ﾏｹk韈��航海 �2�156 辻�京郡教大教育学部附属.京都 

6 �)YHｮ韈��航海 �2�155 辻�姫路西.兵庫 

補欠 凭冦愛yOﾂ� ���155 辻�東筑.福岡 

補欠 �� �� 辻�● 

補欠 �� �� 辻�一 

補欠 �� �� 辻�● 
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審　判　規　定

(平成10年全日本審判規定に準拠)

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､順位決定戦､及び決勝

レースに使用する艇､コースは前日の抽選により決定する｡オールは原則として各艇に備えている

ものとする｡

2.艇　　員

艇員は艇指揮､艇長､漕手12､補欠2､計16名とする｡なお補欠は全レースを通して2名とし､

レース中の交代も自由とする｡なお､艇員の性別は問わない｡

3.使用艇搭載物品

使用艇は所定の物品を搭載する｡

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｡

5.発進要領

(1)発進は各艇がスタートラインに並び次第行い､トグルは使用しない｡

(2)審判員がスタート5分前にマイクにより､コース順にスタートラインに整列するように通達す

る｡艇長は用意が完了したら､陸上の審判員に白旗を直立して合図する｡

(3)スタート:号笛短声連続､手旗2原画号笛一声手旗頭上より一回転し､頭上から振り下ろすと

同時に号砲を打っ｡

(4)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｡

(5)定員の起因する発進の遅滞等についてはこれを考慮しない｡

6.漕連中の規則､及び注意

(1)各艇は､定められた自己のコー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｡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､白艇の故障(*)およびこれに類する場合を除く｡

(3)互いにコースの端を航行して､接触の恐れのある場合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､他艇の不正な接触等を除くはか各艇これを忍ぶべきものと

する｡

Ex:風潮､他船の引き披､漂流物　等

*自艇の故障-航行することができないと審判員が認める場合

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をした場合には失格と

する｡
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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って､順位とし審判する0

(2)同着の場合は追い込み礎の勝ちとし､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点)した艇を追い込み艇とする｡以上の判定

方法でも判定が困難な場合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｡ただし､本審判規定における

失格とは当該レースにのみ関するものであり､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｡

(2) ｢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た場合｡

(3)他のコースに侵入して他艇と接触し､または他艇の進路を妨害した場合｡

(4)回頭旗､回頭の方向を間違えた場合｡

(5)回頭の際､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｡

(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｡

(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｡

(8)その他､不正行為のあった場合｡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)各艇の艇指揮は発動までに主催者側に起因し､競技に支障のある不備に赤旗を掲げた後審判員

に異議申立をすることができる｡

(2)競技に対する異議申立等は､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｡

なお､女子レースにあっては､以下の項目については前記と異なる0

1.使用艇の決定

決勝に使用する艇､及びコースはレース前日に各々抽選によって決定する｡オールは原則として

各艇に備えている物とする｡

2.艇　　員

艇員は礎指揮､艇長､漕手6､計8名とする｡なお漕手は女子のみとするが､艇指揮､艇長の性

別は問わない｡また､一般レースとの掛け持ちを認める｡

7.回頭要領

回頭は行わない｡

8. (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､中間地点を遅れて通

過した艇を追い込み艇とする.以上の判定方法でも判定が観難な場合は同着とし次位を空位とする.

10.失格事項

(4)及び(5)を除く｡
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会　場　噂　図

至吉浦駅

q中震女島

回頭ライン
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過　去　の　成　績

優勝タイム　ベスト5　　1海　保　大　10-13.2　　第21回　　　優勝回数

2　神戸商船大　10-23. 0　　第　8　回　　　　東京水産大

3　海　保　大　10-34.3　　第10回　　　　防　衛　大

4　防　衛　大　10-50.2　第12回　　　　海　保　大

5　防　衛　大　10-53.6　第27回　　　　神戸商船大

(ii)第1回～第2回は1海里レース

第3回以降は､ 2000mレース

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

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���R��"ﾓ�ゅ��海保大 12-17.5 俾ﾘ髯8y�R��"ﾓ#2絣�三重大 12-23.5 �� �� �� 

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 �� �� 
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�上皇 ��X���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�幹侯校 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�日本大 �� �� 
13-07.2 ��2ﾓ�b���13-17.6 ��2ﾓ#r縒�13-19.8 ��2ﾓ#5�"�13-31.5 ��2ﾓS"�"�14-00.0 ��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� �� 
16-23.0 ��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�日本犬 �� �� 
12-17.0 ��"ﾓ#r���12-53.0 ��2ﾓ�����12-35.0 ��"ﾓC����13-23.0 ��"ﾓS�粐���13-03.0 ��2ﾓ#����

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 ��"ﾒ��b粤b�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�日本犬 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Cx�ｳ��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�日本犬 ���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�電通大 ���=��ﾈ餾�R� 
10-34.3 ���ﾓCR���10-55.3 免ﾂﾖﾆﾂ�"�ll-25.5 免ﾂﾓ3���12-18.0 椿ﾆﾂﾓ#�絣�ll-24.2 免ﾂﾓS�紕�12-.03_3 

ll 鼎"絣��B�ユ皇 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��纈�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�蓼��R�
10-50.2 免ﾂﾓ�R�"�ll-10.0 免ﾂﾖﾆﾂ���ll-17.6 免ﾂﾓ3��"�ll-15.7 免ﾂﾓ3����ll-55.0 海技大 ��"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′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 
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�水産大 丶9]ｹ�R�三重大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大 
ll-45.0 ��"ﾓ�"纈ﾂ�12-36.4 ��2ﾓC"紕�13-09.0 ��2ﾓ#�縒�12-27.8 ��2ﾓ��粤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����R�長崎大 �8ﾈｹ��X蝎�R�水違大 �8ﾈｹ顫I�I�R�日本犬 丶8ｵｩ�R�電避大 
ll-01.3 免ﾂﾓ�B���ll-16.1 免ﾂﾓ�r���ll-30.7 免ﾂﾓ3����ll-31.1 免ﾂﾓSR�"�ll-30.4 免ﾂﾓS����12-00.6 ��2ﾓ�ゅR�6I,ｩ�R�13-41.6 神奈川歯大 

17 鼎ゅR�#b�旦 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�ノ■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�

18 鼎宝R����館山 �+xﾞ��R�海保大 ��X蜥y�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-50.0 免ﾂﾓSB�"�12-04.3 免ﾂﾓC"綯�ll-54.2 ��"ﾓ�ゅr�12-28.0 ��"ﾓ3偵��12-38.1 ��2ﾓ#2紕�13-38.1 

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ｹ�R�水産大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大 倅�I�R�
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 
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回 僖霾�?｢�場所 ���2 �2�4 迭�6 途�8 湯�10 免ﾂ�12 ��3�B�

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�電通大 丶8ｵｩ�R�
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���"�12-17.8 ��"ﾓ#b纈�12-49.5 

21 鉄"絣�#��馬堀 丶9]ｹ�R�神戸商船大 冉���R�鹿児島大 ��X���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 �6I,ｩ�X､8ｵｩ�R�
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-29.3 免ﾂﾓ3�繧�ll-40.013-05.4 

22 鉄2絣�#��上皇 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 �6I,ｩ�R�一′ヽ 免ﾂﾓ���2�ll-12.1 免ﾂﾓ#��"�ll-23.8 免ﾂﾓ3�絣�ll-57.7 ��"ﾓ�偵b�12-21.1 ��"ﾓ��紕�12-07.7 ��"ﾖﾆﾂ���12-24.9 ��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���R�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�Y?ｩgｹ�R�
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�13-10.4 ��2ﾓC2綯�14-18.213-28.5 

24 鉄R絣����芦屋沖 �8ﾈｹ��X蝎�R�鹿児島大 ��X���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 �6I,ｩ�R�
ll-17.1 免ﾂﾓC2���ll-15.2 免ﾂﾓS2絣�ll-55.0 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紕�13-26.8 

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�R�長崎大 丶9]ｹ�R�東海大 倅�I�R�神奈川歯大 丶8ｵｩ�Y6I,ｩ�R�
ll-00.7 免ﾂﾓ�b絣�ll-16.9 免ﾂﾓ�r���ll-20.3 免ﾂﾓ#2綯�ll-36.4 免ﾂﾓC"�2�ll-39.6 ��"ﾓ3����12-31.6 ��"ﾓ3B�"�12-46.212-49.2 

26 鉄r絣��r�i皇 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���R�日本大 �+xﾞ��R�束海大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大 �6I,ｩ�R�一′ヽ 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絣�12-08.8 免ﾂﾓSr�"�12-20.8 ��"ﾓS�絣�13-18.5 ��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ｹ�R�鹿児島大 �+xﾞ��R�東京水産大 倅�I�R�水違大 丶8ｵｩ�R�東海大 ���=��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-50.8 ��"ﾓ���"�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�水違大 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 �6I,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#�粤��ll-26.3 免ﾂﾓ3"繧�ll-36.0 免ﾂﾓ#偵b�12-14.7 ��"ﾓ#�絣�13-07.813-15.0 

29 田�絣����東京 �8ﾈｹ��X蝎�R�防衛大 ��X蝎�R�鹿児島大 �?ｩgｹ�R�海保大 倅�I�R�神戸商船大 �+xﾞ��R�海技大 神戸商船大 ���=��ﾈ餾�R�､8ｵｩ�R�電通大 東海大 �8ﾈ､9�Y8ﾈｹ顫I�I�R���=��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����盟 ��X���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ｸﾊ"�一′ヽ 免ﾂﾓ�2���ll-15.0 ����ｳ�b縒�ll-25.5 免ﾂﾓ#偵��ll-50ー8 免ﾂﾓSRﾃ��ll-58.2 ��"ﾓ��綯�ll-41.0 ��"ﾓ#ゅ2�12-28.3 ��"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 �+xﾞ��R�神奈川歯大 丶8ｵｩ�Y6I,ｩ�R�
12-04.0 ��"ﾓ#B���12-26.0 ��"ﾓCゅ��12-52.0 ��"ﾓS"粤��12-27.0 ��"ﾓ3r���12-50.0 ��"ﾓS����13-04.0 ��2ﾓSR���14-35.015-31.0 

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���R�日本大 倅�I�R�防衛大 �+xﾞ��R�神奈川歯大 丶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�粤��12-14.0 ��"ﾓ�"���12-37.0 免ﾂﾓ�偵��12-15.0 ��"ﾓ#ゅ��12-54.014-18.0 

33 ��絣�#��盟 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ｹ�R�海保大 �+xﾞ��R�東海大 倅�I�R�神奈川歯大 �6I,ｩ�R�ノヽ 免ﾂﾓ�r�2�ll-28.0 免ﾂﾓ3����ll-31.5 免ﾂﾓ3b���ll-44.2 ��"ﾓ�b縒�12-08.1 ��"ﾓ#r綯�12-26.2 ��"ﾓ#偵R�12-36.0 ��Bﾓ3R纈�

34 �"絣��2�東京 �8ﾈｹ��X蝎�R�海保大 ��仍顫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�R�電通大 倅�I�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2纈紕�12-04.0 ��"ﾓ#B紕�13-04.5 ��2ﾓSb���14-31.215-09.0 

35 �2絣����盟 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�東海大 丶9]ｹ�R�長崎大 ��X���R�日本大 丶8ｵｩ�R�神奈川歯大 倅�I�Y6I,ｩ�R�一′ヽ 免ﾂﾓ�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�"�13-15.7 ��2ﾓ3偵c�BﾓCr纈�

36 釘絣��r�伊勢町 丶9]ｹ�R�防衛大 �8ﾈｹ顫I�I�R�水違大 �8ﾈｹ��X蝎�R�日本犬 �+xﾞ��R�鹿児島大 ���=��ﾈ餾�R�神戸商船大 �8ﾈ､9�R�三重大 �6I,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�"緝爾�12-34.7 ��Bﾓ�2絣�14-59.8 

37 迭絣�3��六甲工 冉���R�東京商船大 ��X蝎�R�海保大 ���ｸⅹ�I�R�東京水産大 �?ｩgｹ�R�神奈川歯大 �+xﾞ��R�三重大 俾ﾘ髯8y�R�東海大 丶8ｵｩ�R�
14-02.1 ��Bﾓ3偵b�14-56.0 ��Rﾓ�b縒�15-13.0 ��rﾖﾆﾂ�"�17-50.2 ��蔦�R繧�15-38.0 ��RﾓC�絣�16-17.3 ��bﾓ3b���1.6-46.0 海技大 

38 澱絣�#��j皇 丶9]ｹ�R�水違大 �?ｩgｸﾊ"�東京商船大 俾ﾘ髯8y�R�長崎大 ���ｸⅹ�I�R�防衛大 �8ﾈｹ��X蝎�R�三重大 �8ﾈ､9�R�神奈川歯大 ノ■ヽ 免ﾂﾓ32���ll-33.0 免ﾂﾓ3R絣�ll-50.8 免ﾂﾓSr縒�ll-30.4 免ﾂﾓ32�2�ll-36.2 免ﾂﾓCb綯�ll-54.7 ��"ﾓC�紕�13-39.2 

3.9 途絣�#��伊勢町 ��X���R�防衛大 ���ｸⅹ�I�R�東京水産大 �?ｩgｸﾊ"�東京商船大 �+xﾞ��R�三重大 俾ﾘ髯8y�R�海保大 �8ﾈ､9�R�神奈川歯大 
13-29.0 ��2ﾓ3B���13-39.0 ��Bﾓ#R���12-26.0 ��"ﾓSb���13-07.0 ��2ﾓ#R���13-36.0 ��Bﾓ�R���14-22.0 ��rﾓ3����

40 唐絣����上皇 冉���R�長崎大 �8ﾈｹ��X蝎�R�水違大 �8ﾈ､9�R�鹿児島大 �?ｩgｹ�R�海保大 ���ｸⅹ�I�R�三重大 �8ﾈｹ顫I�I�R�神奈川歯大 ノヽ 免ﾂﾓ32���ll-38.2 免ﾂﾓS�綯�12-02.5 ��"ﾓ��纈�12-10.4 ��"ﾓ�b絣�12-21.1 ��"ﾓ�"絣�12-13.8 ��"ﾓ3�纈�14-48.3 

41 湯絣��r�横須賀 �?ｩgｹ�R�水違大 丶9]ｹ�R�東京水産大 冉���R�東京商船大 �8ﾈ､9�R�神戸商船大 �+xﾞ��R�鹿児島大 倅�I�R�神奈川歯大 
12-13.0 ��"ﾓ3ゅ��12-51.0 ��2ﾓ�b���12-19.0 ��"ﾓ#"���12-29.0 ��"ﾓ3"���12-36.0 ��"ﾓC"���12-56.0 ��BﾓCb���

42 ���絣��b�神戸 ��X蝎�R�海保大 �8ﾈ､9�R�防衛大 ���ｸⅹ�I�R�東京水産大 �?ｩgｹ�R�長崎大 俾ﾘ髯8y�R�三重大 �8ﾈｹ顫I�I�R�神奈川歯大 
12-57.6 ��2ﾓ�ゅ��13-39.1 ��Bﾓ#�綯�14-42.6 ��2ﾓ#����13-37.3 ��Bﾓ�B���15-59.1 ��bﾓ�2�"�19-20.9 ��蔦#B繧�19-47.1 
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