
BibNo. プレート 出漕時間 参加種目 クルー名

1 黒1 11:33:00 男子4＋ 滋賀医科大学 東雲

2 黒2 11:33:20 男子4＋ 同志社大学ボート部

3 黒3 11:33:40 男子4＋ 同志社・龍谷混成クルー

4 黒4 11:34:00 男子4＋ 立命館大学

5 黒5 11:34:20 男子4＋ 京都大学

6 黒6 11:34:40 男子4＋ 京都大学医学部 第Ⅸ芝蘭

7 黒7 11:35:00 男子4＋ 京都大学医学部 紅覇

8 黒8 11:35:20 男子4＋ 漕縁会

9 黒9 11:35:40 男子4＋ 半世紀倶楽部

10 黒10 11:36:00 男子8＋オープン 浜寺マスターズクラブ　Mシニア

11 黒11 11:36:20 女子8＋オープン 浜寺マスターズクラブ　W

12 黒12 11:36:40 男子2－オープン 懐古ペア（森島　池田）

13 黒13 11:37:00 コスタルシングル 横浜漕艇倶楽部埼玉（椎名　孝行）

14 黒14 11:37:20

15 黒15 11:37:40

16 黒16 11:50:00 一般男子1× 東レ滋賀（杉嶋　俊幸）

17 黒17 11:50:20 一般男子1× 東レ滋賀（石田　尚也）

18 黒18 11:50:40 一般男子1× 島根選抜（吾郷　匠実）

19 黒19 11:51:00 一般男子1× 東レ滋賀（平井　駿一）

20 黒20 11:51:20 一般男子1× 東レ滋賀（齋藤　慶太郎）

21 黒21 11:51:40 一般男子1× 東レ滋賀（東田　和季）

22 黒22 11:52:00 一般男子1× 東レ滋賀（槻木　裕太）

23 黒23 11:52:20 一般男子1× 東レ滋賀（福田　将）

24 黒24 11:52:40 一般男子1× 三重選抜（岡田　遼太）

25 黒25 11:53:00 一般男子1× 東レ滋賀（酒井　龍馬）

26 黒26 11:53:20 一般男子1× 京都大学ボート部（若林　陸）

27 黒27 11:53:40 一般男子1× 京都大学ボート部Ｂ（浅井　泰一郎）

28 黒28 11:54:00 一般男子1× 瀬田ＲＣ(奥村　強司)

29 黒29 11:54:20 一般男子1× ＤＣＭダイキ（武田　大作）

30 黒30 11:54:40 一般男子1× 愛知東郷ボートクラブ(船田 憲司)

31 黒31 11:55:00 一般男子1× 瀬田ＲＣ（家村　宜樹）

32 黒32 11:55:20 一般男子1× 立命館大学（武長　省吾）

33 黒33 11:55:40 一般男子1× 立命館大学（鶴巻　太雅）

34 黒34 11:56:00 一般男子1× 京都大学ボート部Ｃ（福岡　知弥）

35 黒35 11:56:20 一般男子1× 京都大学ボート部Ｄ（山田　紘暉）

36 黒36 11:56:40 一般男子1× 瀬田ＲＣ（飯田　竜馬）

37 黒37 11:57:00 一般男子1× 立命館大学（牛山　啓）

38 黒38 11:57:20 一般男子1× 立命館大学（尾上　龍哉）

39 黒39 11:57:40 一般男子1× 京都大学ボート部Ｅ（西村　昂輝）

40 黒40 11:58:00 一般男子1× 京都大学ボート部Ｆ（阿蘇　品侑雅）

41 黒41 11:58:20 一般男子1× 立命館大学（古江　資輝）

42 黒42 11:58:40 一般男子1× 立命館大学（村上　大将）

43 黒43 11:59:00 一般男子1× 同志社大学（髙本　正之甫）

44 黒44 11:59:20 一般男子1× 京都大学ボート部Ｇ（伊藤　大貴）

45 黒45 11:59:40 一般男子1× 京都大学ボート部Ｈ（森下　凌太）
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46 黒46 12:00:00 一般男子1× 京都大学ボート部Ｉ（廣瀨　駿）

47 黒47 12:00:20 一般男子1× 京都大学ボート部Ｊ（山口　慶太郎）

48 黒48 12:00:40 一般男子1× 横浜漕艇ＮＣＣ（仲尾　圭市）

49 黒49 12:01:00 一般男子1× 京都大学医学部 水蓮（増井　亮太）

50 黒50 12:01:20 一般男子1× 京都大学ボート部Ｋ（河合　敦紀）

51 黒51 12:01:40 一般男子1× 京都大学ボート部Ｌ（田熊　大輝）

52 黒52 12:02:00 一般男子1× 佐野　翔平（E.R.C.C）

53 黒53 12:02:20 一般男子1× 京都大学ボート部Ｍ（與田　貴仁）

54 黒54 12:02:40 一般男子1× 京都大学ボート部Ｎ（丹下　孝太）

55 黒55 12:03:00 一般男子1× 京都大学ボート部Ｏ（冨澤　康平）

56 黒56 12:03:20 一般男子1× 京都大学ボート部Ｐ（榛澤　篤樹）

57 黒57 12:03:40 一般男子1× 京都大学ボート部Ｑ（奥田　隆一）

58 黒58 12:04:00 一般男子1× 京都大学ボート部Ｒ（中本　景大）

59 黒59 12:04:20 一般男子1× 滋賀医科大学（川浪　勇人）

60 黒60 12:04:40 高校男子1× 島根選抜（小野田　空羽）

61 黒61 12:05:00 男子1×over40 和歌山RC（古川 幸喜）

62 黒62 12:05:20 男子1×over40 愛知東郷ボートクラブ(鈴木 鋼治)

63 黒63 12:05:40 男子1×over40 島根選抜（松尾　寿治）

64 黒64 12:06:00 男子1×over50 品川リフラクトリーズ（竹内　信二）

65 黒65 12:06:20 男子1×over50 東京大学淡青会（氏家祐二）

66 黒66 12:06:40 男子1×over50 京都漕艇協会（山本　哲嗣）

67 黒67 12:07:00 男子1×over50 魚崎ローイングクラブ（小川　清高）

68 黒68 12:07:20 男子1×over50 瀬田漕艇倶楽部ＭＵ（鵜瀬正樹）

69 黒69 12:07:40 男子1×over50 キャメロン　グレン

70 黒70 12:08:00 男子1×over50 瀬田ＲＣ（岩見　秀雄）

71 黒71 12:08:20 男子1×over60 鴨井　和宏

72 黒72 12:08:40 男子1×over60 パルテ会（武良研二）

73 黒73 12:09:00 男子1×over60 濃青会（増崎　晴也）

74 黒74 12:09:20 男子1×over60 和歌山ローイングクラブ（林　俊樹）

75 黒75 12:09:40 男子1×over60 瀬田ＲＣ steve　（下村　繁彦）

76 黒76 12:10:00 男子1×over60 パルテ会（大江洋造）

77 黒77 12:10:20 男子1×over60 瀬田ＲＣ （植田　健三）

78 黒78 12:10:40 男子1×over60 フカダ（深田　真司）

79 黒79 12:11:00 男子1×over70 瀬田ＲＣよい老73（安達温二）

80 黒80 12:11:20 男子1×over70 浜寺マスターズクラブ（大野　英男）

81 黒81 12:11:40 男子1×over70 狩野川ＲＣ（加藤　愛夫）

82 黒82 12:12:00

83 黒83 12:12:20
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84 黒84 12:15:00 一般女子1× プリントパック（西原　佳）

85 黒85 12:15:20 一般女子1× 龍谷大学（菅沼　奈津美）

86 黒86 12:15:40 一般女子1× 立命館大学（鈴木　伶奈）

87 黒87 12:16:00 一般女子1× 立命館大学（日隈　さつき）

88 黒88 12:16:20 一般女子1× 瀬田ＲＣ（嶋　美陽）

89 黒89 12:16:40 一般女子1× 島根選抜（後藤　春可）

90 黒90 12:17:00 一般女子1× 立命館大学（福原　萌意）

91 黒91 12:17:20 一般女子1× 立命館大学（菊地　菜央）

92 黒92 12:17:40 一般女子1× 京都大学ボート部（二宮　由紀子）

93 黒93 12:18:00 一般女子1× 立命館大学（池田　有里）

94 黒94 12:18:20 一般女子1× 立命館大学（西　彩里佐）

95 黒95 12:18:40 一般女子1× 同志社大学（石川　裕希乃）

96 黒96 12:19:00 一般女子1× 京都大学ボート部Ｂ（日下部　春野）

97 黒97 12:19:20 一般女子1× 京都大学ボート部Ｃ（住岡　真穂）

98 黒98 12:19:40 一般女子1× 共立女子大学Ａ（鈴木　琴実）

99 黒99 12:20:00 一般女子1× 京都大学ボート部Ｄ（土本　茉央）

100 黒100 12:20:20 一般女子1× 京都大学ボート部Ｅ（櫻井　美月）

101 赤1 12:20:40 一般女子1× 共立女子大学Ｂ（斎藤　楓）

102 赤2 12:21:00 一般女子1× 京都大学ボート部Ｆ（椙山　朋香）

103 赤3 12:21:20 一般女子1× 京都大学ボート部Ｇ（慶　佳奈）

104 赤4 12:21:40 一般女子1× 共立女子大学Ｃ（藤鷹　祐歌）

105 赤5 12:22:00 一般女子1× 京都大学ボート部Ｈ（田原　優希）

106 赤6 12:22:20 一般女子1× 京都大学ボート部Ｉ（衣川　歩花）

107 赤7 12:22:40 一般女子1× 京都大学ボート部Ｊ（井上　ふくみ）

108 赤8 12:23:00 一般女子1× 京都大学ボート部Ｋ（打土井　かのこ）

109 赤9 12:23:20

110 赤10 12:23:40

111 赤11 12:30:00 男子1×中学生 瀬田北中学校Ａ（伊藤　智章）

112 赤12 12:30:20 男子1×中学生 瀬田北中学校Ｂ（上嶋　竜弥）

113 赤13 12:30:40 男子1×中学生 瀬田北中学校Ｃ（米川　侑吾）

114 赤14 12:31:00 男子1×中学生 瀬田北中学校Ｄ（平山　悠）

115 赤15 12:31:20 男子1×中学生 瀬田北中学校Ｅ（丸田　一翔）

116 赤16 12:31:40 女子1×中学生 瀬田北中学校Ａ（木村　穂香）

117 赤17 12:32:00 女子1×中学生 瀬田北中学校Ｂ（阪口　百々花）

118 赤18 12:32:20 女子1×中学生 瀬田北中学校Ｃ（瀬野　柚葉）

119 赤19 12:32:40 女子1×中学生 瀬田北中学校Ｄ（川邊　乃佳）

120 赤20 12:33:00 女子1×over50 浜寺マスターズクラブ（木部　あゆみ）

121 赤21 12:33:20 女子1×over60 瀬田ＲＣ　ナガセ（長瀬　伸子）

122 赤22 12:33:40 女子1×over60 瀬田ＲＣ（木下　智恵）

123 赤23 12:34:00 女子1×over60 魚崎ローイングクラブ（西川　恭子）

124 赤24 12:34:20 女子1×over70 瀬田ＲＣ（中西　雅子）

125 赤25 12:34:40 女子1×over70 瀬田ＲＣ（太田　弘子）

126 赤26 12:35:00

127 赤27 12:35:20
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128 赤28 12:40:00 一般男子K-1 漕艇翼賛会埼玉県支部（津野　大輔）

129 赤29 一般男子K-1 同志社大学カヌー部（木村　大翔）

130 赤30 一般男子K-1 京都大学カヌー部（生西　凌）

131 赤31 12:40:30 一般男子K-1 立命館大学体育会カヌー部（八橋　巧）

132 赤32 一般男子K-1 漕艇翼賛会埼玉県支部（本間　誠）

133 赤33 一般男子K-1 同志社大学カヌー部（右田　温哉）

134 赤34 12:41:00 一般男子K-1 京都大学カヌー部（塩川　拓実）

135 赤35 一般男子K-1 立命館大学体育会カヌー部（遠藤　環太）

136 赤36 一般男子K-1 同志社大学カヌー部（鈴木　海渡）

137 赤37 12:41:30 一般男子K-1 京都大学カヌー部（高井　文哉）

138 赤38 一般男子K-1 立命館大学体育会カヌー部（今西　陸人）

139 赤39 一般男子K-1 同志社大学カヌー部（伊藤　朔人）

140 赤40 12:42:00 一般男子K-1 京都大学カヌー部（高山　公平）

141 赤41 一般男子K-1 立命館大学体育会カヌー部（福井　信紘）

142 赤42 一般男子K-1 同志社大学カヌー部（藤倉　尚吾）

143 赤43 12:42:30 一般男子K-1 立命館大学体育会カヌー部（田口　晃平）

144 赤44 一般男子K-1 同志社大学カヌー部（松宮　行成）

145 赤45 一般男子K-1 同志社大学カヌー部（木村　心）

146 赤46 12:43:00 一般男子K-1 同志社大学カヌー部（桐嶋　燿士郎）

147 赤47 一般男子K-1 同志社大学カヌー部（虎走　大輔）

148 赤48

149 赤49 12:43:30 男子K-1over40 吉野スポーツクラブ（河口　武）

150 赤50 男子K-1over60 三原CC(道信　俊彦)

151 赤51

152 赤52 12:44:00 一般男子C-1 株式会社たねや（小梶　孝行）

153 赤53 一般男子C-1 寺嶋製作所（出口　尚巳）

154 赤54 一般男子C-1 同志社大学カヌー部（大野　敬祐）

155 赤55 12:44:30 一般男子C-1 京都大学カヌー部（橋本　和東）

156 赤56 一般男子C-1 立命館大学体育会カヌー部（新貝　達哉）

157 赤57 一般男子C-1 同志社大学カヌー部（楽前　雄大）

158 赤58 12:45:00 一般男子C-1 京都大学カヌー部（齋藤　亮平）

159 赤59 一般男子C-1 立命館大学体育会カヌー部（阪口　雄基）

160 赤60 一般男子C-1 同志社大学カヌー部（伊藤　真大）

161 赤61 12:45:30 一般男子C-1 京都大学カヌー部（高橋　良輔）

162 赤62 一般男子C-1 立命館大学体育会カヌー部（辻　颯馬）

163 赤63 一般男子C-1 同志社大学カヌー部（平井　兵馬）

164 赤64 12:46:00 一般男子C-1 京都大学カヌー部（濵田　祥玄）

165 赤65 一般男子C-1 立命館大学体育会カヌー部（荒木　岳樹）

166 赤66 一般男子C-1 同志社大学カヌー部（菊池　航世）

167 赤67 12:46:30 一般男子C-1 京都大学カヌー部（山本　哲平）

168 赤68 一般男子C-1 同志社大学カヌー部（塩沢　仁）

169 赤69 一般男子C-1 京都大学カヌー部（深谷　龍佑）

170 赤70 12:47:00 一般男子C-1 同志社大学カヌー部（城後　優）

171 赤71 一般男子C-1 同志社大学カヌー部（三輪　一響）

172 赤72

173 赤73 12:47:30 一般女子k-1 同志社大学カヌー部（埋金　楓）

174 赤74 一般女子k-1 同志社大学カヌー部（冨尾　真希）

175 赤75 一般女子k-1 立命館大学体育会カヌー部（山下　萌）

176 赤76 12:48:00 一般女子k-1 同志社大学カヌー部（岡嶋　彩）

177 赤77 一般女子k-1 同志社大学カヌー部（佐藤　友香）

178 赤78 12:48:30 一般女子k-1 立命館大学体育会カヌー部（光田　ちひろ）

179 赤79 一般女子k-1 同志社大学カヌー部（中村　天音）


