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　　　　　   競　　漕　　順　　序　　　（１）
４月１８日（土）

レース

№

発　艇

時　刻
種　　　目 区　分 Ⅰレーン Ⅱレーン Ⅲレーン

1 11:00 オープン混合ナックルフォア TMTファイバーズD TMTファイバーズB もしもし男しゃくの気まぐれ

2 11:10 オープン混合ナックルフォア TMTファイバーズC TMTファイバーズA

3 11:25 オープン男子ナックルフォア ミズノ ぎせんこうⅠ

4 11:40 オープン男子ナックルフォア ぎせんこうⅡ OBRC

5 11:55 オープン男子ナックルフォア 工大OB95 ぎせんこうⅢ 神戸チーム

6 12:02 男子エイト 予選 大阪市立大学煌 関西大学A

7 12:09 男子エイト 予選 関西大学B 大阪工業大学

　　　　　   競　　漕　　順　　序　　　（２）
４月１９日（日）

レース

№

発　艇

時　刻
種　　　目 区　分 Ⅰレーン Ⅱレーン Ⅲレーン

8 10:00 オープン男子ナックルフォア ザッシュＡ 酔いどれ舟Ⅱ ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾄﾞﾘｰﾑｽ 1号

9 10:10 オープン男子ナックルフォア 紀ノ川リターンズ 酒は大関 京都ＢＣ鴨川

10 10:17 男子シングルスカル 予選 渡辺道則（浜寺ﾏｽﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ） 原直寛（浜寺ﾏｽﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ） 伊良皆康平（桜宮高校）

11 10:24 男子シングルスカル 予選 山崎隼弥（近畿大学） 堀田尚孝（浜寺ﾏｽﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ）

12 10:31 オープン男子ナックルフォア スカイヤーズファイブ 鹿児島大学碧漕会 JSRCⅠ

13 10:41 オープン男子ナックルフォア 諸富艇友会B 大阪歯科大学松籟会A 瀬田漕艇ｸﾗﾌﾞ大阪・魚崎RC混成

14 10:48 女子シングルスカル 予選 八田佑花（追手門学院大学A) 北村朱加（ODU1) 北野麻央子（大阪市立大学）

15 10:55 女子シングルスカル 予選 友行香帆（関西大学） 寺坂優里（近畿大学）

16 11:02 オープン女子ナックルフォア ザッシュC ピンクドルフィンズ NDRC

17 11:09 女子シングルスカル 予選 佐藤奈津子（追手門学院大学B) 岡本あずさ（大阪工業大学）

18 11:16 オープン男子ナックルフォア 関西図南会　A 北大茨水会 松籟会 red slaves B

19 11:26 オープン男子ナックルフォア 威神会 諸富艇友会A 名古屋大学艇友会関西A

20 11:33 男子舵手つきクォドルプル 予選 清風中学校A 清風中学校B

21 11:40 男子舵手つきクォドルプル 予選 高石高校 清風高校 桜宮高校

22 11:47 オープン男子ナックルフォア 東京海洋大学海鴎会 ATAKA 酔いどれ舟

23 11:57 オープン男子ナックルフォア 松籟会 red slaves C 桜宮漕艇倶楽部A 関西図南会C

24 12:04 女子舵手つきクォドルプル 予選 大阪市立大学秋桜 高石高校

25 12:11 女子舵手つきクォドルプル 予選 大阪市立大学颯 関西大学

26 12:18 オープン男子ナックルフォア 松籟会 red salaves A 桜宮漕艇倶楽部B 漕艇愛好会

27 12:28 オープン男子ナックルフォア 関西図南会B 名古屋大学艇友会関西B 京都BC高瀬川

28 12:35 男子舵手つきフォア 予選 大阪市立大学 飛翔 大阪工業大学C

29 12:42 男子舵手つきフォア 予選 関西大学 大阪工業大学Ｂ

30 12:49 男子舵手つきフォア 予選 大阪工業大学Ａ 追手門学院大学
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レース

№

発　艇

時　刻
種　　　目 区　分 Ⅰレーン Ⅱレーン Ⅲレーン

31 12:56 オープン男子ナックルフォア 桜宮漕艇倶楽部C アバウーチョ 酒は大関B

32 13:06 オープン男子ナックルフォア JSRCⅡ 京都ＢＣ桂川

休憩

33 13:26 オープン混合ナックルフォア 矢野歯科医院未来 ザッシュB みくりやファイブ

34 13:36 オープン混合ナックルフォア よろづ探検隊ボート部 ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾄﾞﾘｰﾑｽ 2号 大阪成人病選抜

35 13:43 男子シングルスカル 決勝

36 13:50 女子シングルスカル 決勝

37 13:57 男子ダブルスカル 決勝 追手門学院大学　安威 大阪工業大学A

38 14:04 女子ダブルスカル 決勝 大阪市立大学あやめ 桜宮高校

39 14:11 男子舵手つきクォドルプル 決勝

40 14:18 女子舵手つきクォドルプル 決勝

41 14:25 男子舵手つきフォア 決勝

42 14:32 男子エイト 決勝

※　決勝組み合わせは、各予選種目終了の30分後に発表します。

　【 注意事項 】

　　　１．レース開始時刻の1時間前までに必ず本部で受付を済ませ、オープンナックル種目は、

　　　　　レース開始時刻の40分前にはクルー全員が、集合テントに集まってください。

　　　　　受付の無い場合は棄権とみなします。

　　　２．棄権クルーは早めに事務局迄、連絡をお願いします。

　　　　　・4月18日19日の連絡先　TEL.06－6358-9262

　　　　　・連絡なしに棄権したクルーは、来年度の受付をお断りします。

　　　３．公園内は駐車できませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

　　　４．公園内でのバーベキューは禁止です。


