
参加種目 クルー名

1日目 男子4＋ 滋賀医科大学 東雲

男子4＋ 漕縁会

男子4＋ 同志社・龍谷混成クルー

男子4＋ 立命館大学

男子4＋ 半世紀倶楽部
男子4＋ 京都大学
男子4＋ 京都大学医学部 第Ⅸ芝蘭

男子4＋ 京都大学医学部 紅覇

男子4＋ 同志社大学ボート部

一般男子1× 瀬田ＲＣ(奥村　強司)

一般男子1× 愛知東郷ボートクラブ(船田 憲司)

一般男子1× 三重選抜（岡田　遼太）

一般男子1× 瀬田ＲＣ（家村　宜樹）

一般男子1× 滋賀医科大学（川浪　勇人）

一般男子1× 佐野　翔平（E.R.C.C）

一般男子1× ＤＣＭダイキ（武田　大作）

一般男子1× 東レ滋賀（杉嶋　俊幸）

一般男子1× 東レ滋賀（石田　尚也）

一般男子1× 東レ滋賀（槻木　裕太）

一般男子1× 東レ滋賀（平井　駿一）

一般男子1× 東レ滋賀（齋藤　慶太郎）

一般男子1× 東レ滋賀（酒井　龍馬）

一般男子1× 東レ滋賀（東田　和季）

一般男子1× 東レ滋賀（福田　将）

一般男子1× 立命館大学（武長　省吾）

一般男子1× 立命館大学（鶴巻　太雅）

一般男子1× 立命館大学（牛山　啓）

一般男子1× 立命館大学（尾上　龍哉）

一般男子1× 立命館大学（古江　資輝）

一般男子1× 立命館大学（村上　大将）

一般男子1× 京都大学ボート部（若林　陸）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｂ（浅井　泰一郎）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｃ（福岡　知弥）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｄ（山田　紘暉）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｅ（西村　昂輝）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｆ（阿蘇　品侑雅）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｇ（伊藤　大貴）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｈ（森下　凌太）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｉ（廣瀨　駿）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｊ（山口　慶太郎）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｋ（河合　敦紀）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｌ（田熊　大輝）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｍ（與田　貴仁）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｎ（丹下　孝太）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｏ（冨澤　康平）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｐ（榛澤　篤樹）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｑ（奥田　隆一）

一般男子1× 京都大学ボート部Ｒ（中本　景大）

一般男子1× 横浜漕艇ＮＣＣ（仲尾　圭市）

一般男子1× 京都大学医学部 水蓮（増井　亮太）

一般男子1× 島根選抜（吾郷　匠実）

一般男子1× 瀬田ＲＣ（飯田　竜馬）

一般男子1× 同志社大学（髙本　正之甫）

高校男子1× 島根選抜（小野田　空羽）

男子1×over40 和歌山RC（古川 幸喜）

男子1×over40 愛知東郷ボートクラブ(鈴木鋼治)

男子1×over40 島根選抜（松尾　寿治）

男子1×over50 瀬田漕艇クラブMU（鵜瀬正樹）

男子1×over50 東京大学淡青会（氏家祐二）

男子1×over50 キャメロン　グレン

男子1×over50 瀬田ＲＣ（岩見　秀雄）

男子1×over50 品川リフラクトリーズ（竹内　信二）

男子1×over50 魚崎ローイングクラブ（小川　清高）

男子1×over50 京都漕艇協会（山本　哲嗣）

男子1×over60 パルテ会（大江洋造）
男子1×over60 鴨井　和宏

男子1×over60 パルテ会（武良研二）

男子1×over60 瀬田ＲＣ steve　（下村　繁彦）

男子1×over60 和歌山ローイングクラブ（林　俊樹）

男子1×over60 瀬田ＲＣ （植田　健三）

男子1×over60 濃青会（増崎　晴也）

男子1×over60 フカダ（深田　真司）

男子1×over70 瀬田ＲＣよい老73（安達温二）

男子1×over70 浜寺マスターズクラブ（大野　英男）

男子1×over70 狩野川ＲＣ（加藤　愛夫）



男子1×中学生 瀬田北中学校Ａ　（伊藤　智章）

男子1×中学生 瀬田北中学校Ｂ（上嶋　竜弥）

男子1×中学生 瀬田北中学校Ｂ（米川　侑吾）

男子1×中学生 瀬田北中学校Ｂ（平山　悠）

男子1×中学生 瀬田北中学校Ｂ（丸田　一翔）

一般女子1× 龍谷大学（菅沼　奈津美）

一般女子1× 立命館大学（日隈　さつき）

一般女子1× 立命館大学（福原　萌意）

一般女子1× 立命館大学（菊地　菜央）

一般女子1× 立命館大学（池田　有里）

一般女子1× 立命館大学（鈴木　伶奈）

一般女子1× 立命館大学（西　彩里佐）

一般女子1× プリントパック（西原　佳）

一般女子1× 共立女子大学Ａ（鈴木　琴実）

一般女子1× 共立女子大学Ｂ（斎藤　楓）

一般女子1× 共立女子大学Ｃ（藤鷹　祐歌）

一般女子1× 京都大学ボート部（二宮　由紀子）

一般女子1× 京都大学ボート部Ｂ（日下部　春野）

一般女子1× 京都大学ボート部Ｃ（住岡　真穂）

一般女子1× 京都大学ボート部Ｄ（土本　茉央）

一般女子1× 京都大学ボート部Ｅ（櫻井　美月）

一般女子1× 京都大学ボート部Ｆ（椙山　朋香）

一般女子1× 京都大学ボート部Ｇ（慶　佳奈）

一般女子1× 京都大学ボート部Ｈ（田原　優希）

一般女子1× 京都大学ボート部Ｉ（衣川　歩花）

一般女子1× 京都大学ボート部Ｊ（井上　ふくみ）

一般女子1× 京都大学ボート部Ｋ（打土井　かのこ）

一般女子1× 島根選抜（後藤　春可）

一般女子1× 同志社大学（石川　裕希乃）

一般女子1× 瀬田ＲＣ（嶋　美陽）

女子1×over50 浜寺マスターズクラブ（木部　あゆみ）

女子1×over60 瀬田ＲＣ（木下　智恵）

女子1×over60 瀬田ＲＣ ナガセ（長瀬　伸子）

女子1×over60 魚崎ローイングクラブ（西川　恭子）

女子1×over70 瀬田ＲＣ（中西　雅子）

女子1×over70 瀬田ＲＣ（太田　弘子）

女子1×中学生 瀬田北中学校Ａ（木村　穂香）

女子1×中学生 瀬田北中学校Ｂ（阪口　百々花）

女子1×中学生 瀬田北中学校Ｂ（瀬野　柚葉）

女子1×中学生 瀬田北中学校Ｂ（川邊　乃佳）

一般男子K-1 漕艇翼賛会埼玉県支部（津野　大輔）

一般男子K-1 漕艇翼賛会埼玉県支部（本間　誠）

一般男子K-1 同志社大学カヌー部（木村　大翔）

一般男子K-1 同志社大学カヌー部（右田　温哉）

一般男子K-1 同志社大学カヌー部（鈴木　海渡）

一般男子K-1 同志社大学カヌー部（伊藤　朔人）

一般男子K-1 同志社大学カヌー部（藤倉　尚吾）

一般男子K-1 同志社大学カヌー部（松宮　行成）

一般男子K-1 同志社大学カヌー部（木村　心）

一般男子K-1 同志社大学カヌー部（桐嶋　燿士郎）

一般男子K-1 同志社大学カヌー部（虎走　大輔）

一般男子K-1 京都大学カヌー部（生西　凌）
一般男子K-1 京都大学カヌー部（塩川　拓実）
一般男子K-1 京都大学カヌー部（高井　文哉）
一般男子K-1 京都大学カヌー部（高山　公平）
一般男子K-1 立命館大学体育会カヌー部（八橋　巧）
一般男子K-1 立命館大学体育会カヌー部（遠藤　環太）
一般男子K-1 立命館大学体育会カヌー部（今西　陸人）
一般男子K-1 立命館大学体育会カヌー部（福井　信紘）

男子K-1over60 三原CC(道信　俊彦)

男子K-1over40 吉野スポーツクラブ（河口　武）

一般男子C-1 株式会社たねや（小梶　孝行）

一般男子C-1 寺嶋製作所（出口　尚巳）

一般男子C-1 同志社大学カヌー部（大野　敬祐）

一般男子C-1 同志社大学カヌー部（楽前　雄大）

一般男子C-1 同志社大学カヌー部（伊藤　真大）

一般男子C-1 同志社大学カヌー部（平井　兵馬）

一般男子C-1 同志社大学カヌー部（菊池　航世）

一般男子C-1 同志社大学カヌー部（塩沢　仁）

一般男子C-1 同志社大学カヌー部（城後　優）

一般男子C-1 同志社大学カヌー部（三輪　一響）

一般男子C-1 京都大学カヌー部（橋本　和東）

一般男子C-1 京都大学カヌー部（齋藤　亮平）

一般男子C-1 京都大学カヌー部（高橋　良輔）

一般男子C-1 京都大学カヌー部（濵田　祥玄）

一般男子C-1 京都大学カヌー部（山本　哲平）

一般男子C-1 京都大学カヌー部（深谷　龍佑）

一般男子C-1 立命館大学体育会カヌー部（田口　晃平）
一般男子C-1 立命館大学体育会カヌー部（新貝　達哉）
一般男子C-1 立命館大学体育会カヌー部（辻　颯馬）
一般男子C-1 立命館大学体育会カヌー部（阪口　雄基）
一般男子C-1 立命館大学体育会カヌー部（荒木　岳樹）



一般女子k-1 同志社大学カヌー部（埋金　楓）

一般女子k-1 同志社大学カヌー部（冨尾　真希）

一般女子k-1 同志社大学カヌー部（岡嶋　彩）

一般女子k-1 同志社大学カヌー部（佐藤　友香）

一般女子k-1 同志社大学カヌー部（中村　天音）

一般女子k-1 立命館大学体育会カヌー部（山下　萌）

一般女子k-1 立命館大学体育会カヌー部（光田　ちひろ）

男子8＋オープン 浜寺マスターズクラブ　Mシニア

女子8＋オープン 浜寺マスターズクラブ　W

男子2－オープン 懐古ペア（森島　池田）

コスタルシングル 横浜漕艇倶楽部埼玉（椎名　孝行）

2日目 男子1×オープン ＲＣ神戸（大西　俊雄）

男子2× パルテ会(大江、鴨井）

男子2× 四神会ミドル（山本、武良）

男子2× 瀬田ＲＣ　Tom&Susie

男子2× 赤誠（吉永、平山）

男子2× びわこローイングクラブ（高岡　室谷）

男子2× 浜寺マスターズクラブM（増井・田村）

男子2× 瀬田ロー　（根岸　澤野）

男子2× 関西大学（加納　勝田）

男子2× 同志社京大混成（沖中　山田）
男子2× 京都大学（西村　田中）
男子2× 京都大学B（森下　中本）
男子2× 京都大学C（奥田　丹下）
男子2× 京都大学医学部 昴流(澤田　山﨑）

男子2× 京都大学医学部 雲流（谷口　南谷）

男子2× 京都大学医学部 瑞雲（山本　下宮）

男子2× 同志社大学A（徳前　小森）
男子2× 同志社大学B（階堂　本宮）
男子2× 同志社大学C（市川　大江）

男子2－ 関西大学（鴨田　藤井）

男子2－ 京都大学（岩田　太田）

男子4× 鷹鷲鳶

男子4× 龍谷同志社京大混成
男子4× 島根選抜
男子4× 同志社大学

男子4×+ PENTA withYOU

男子4×+ 京都大学医学部 紅覇

男子8＋ E.R.C.C

男子8＋ ＲＣ神戸

男子8＋ グレートエイト関西

男子8＋ WILD　ROVER　EAST

男子8＋ びわろーレインボー

男子8＋ WILD ROVER WEST

男子8＋ 浜寺マスターズクラブ　Mヤング

男子8＋ 濃青会

男子8＋ BERSERK

男子8＋ パルテ会

男子8＋ 魚崎ローイングクラブ

男子8＋ 同志社龍谷京大混成
男子8＋ 京都大学

男子8＋ 京都大学B

男子8＋ 同志社大学A
男子8＋ 同志社大学B
男子8＋ 同志社大学C

女子8＋ 京都大学

女子8＋ 同志社大学



女子2× 関西大学Ａ（三木　新川）

女子2× 関西大学Ｂ（古賀　金子）

女子2× 龍谷大学Ａ（北川　森永）

女子2× 龍谷大学Ｂ（田中　田中）

女子2× 龍谷大学Ｃ（山根　中谷）

女子2× 京都大学（井上　櫻井）

女子2× 同志社大学（山本　山川）

女子4×＋ みえちゃんずver.2

女子4×＋ 東京大学

女子4×＋ 滋賀医科大学 華叡

女子4×＋ 龍谷大学

女子4×＋ 同志社大学

ナックルフォア しじみガールズ

ナックルフォア 旧対校RC

ナックルフォア withYOU海鷹
ナックルフォア withYOU朋鷹
ナックルフォア パルテ会

男子K-2 漕艇翼賛会埼玉県支部（津野　本間）

男子K-2 同志社大学カヌー部（伊藤　桐嶋）

男子K-2 同志社大学カヌー部（木村　佐藤）

男子K-2 同志社大学カヌー部（右田　山田）

男子K-2 同志社大学カヌー部（虎走　木村）

男子K-2 同志社大学カヌー部（鈴木　松宮）

男子K-2 同志社大学カヌー部（松下　岡嶋）

男子K-2 京都大学カヌー部（塩川　高井）

男子K-2 京都大学カヌー部（岩井　高山）

男子K-2 立命館大学体育会カヌー部（遠藤　福井）

男子K-2 立命館大学体育会カヌー部（光田　八橋）

男子K-2 立命館大学体育会カヌー部（山下　深澤）

男子K-2 立命館大学体育会カヌー部（寺岡　今西）

男子K-4 同志社大学カヌー部

男子K-4 立命館大学体育会カヌー部

男子K-4 ぼらＣ.Ｃ

男子C-2 同志社大学カヌー部(伊藤　城後）

男子C-2 同志社大学カヌー部(塩沢　楽前)

男子C-2 同志社大学カヌー部(大野　三輪)

男子C-2 同志社大学カヌー部(平井　太田)

男子C-2 京都大学カヌー部（橋本　深谷）

男子C-2 京都大学カヌー部（齋藤　濱田）

男子C-2 京都大学カヌー部（高橋　山本）

男子C-2 立命館大学体育会カヌー部（辻　阪口）

男子C-2 立命館大学体育会カヌー部（志田　荒木）

男子SUP ラセーラ選抜（宮崎　智康）

ドラゴンボート ドラゴンボートチーム交流会Ａ

ドラゴンボート ドラゴンボートチーム交流会Ｂ

ドラゴンボート ドラゴンボートチーム交流会Ｃ


