
競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月11日2013年9月11日2013年9月11日2013年9月11日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 雨雨雨雨北東北東北東北東2.00 m/s2.00 m/s2.00 m/s2.00 m/s1111Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成男2X成男2X成男2X成男2X7:307:307:307:30予選予選予選予選 NTT東日本NTT東日本NTT東日本NTT東日本1111 3333 　　　　　　　　3:47.193:47.193:47.193:47.19東京都東京都東京都東京都 1:43.441:43.441:43.441:43.44會津磴漕会會津磴漕会會津磴漕会會津磴漕会2222 5555 　　　　　　　　3:53.543:53.543:53.543:53.54福島県福島県福島県福島県 1:53.661:53.661:53.661:53.66富山選抜富山選抜富山選抜富山選抜3333 2222 　　　　　　　　3:33.613:33.613:33.613:33.61富山県富山県富山県富山県 1:46.501:46.501:46.501:46.50熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜4444 1111 　　　　　　　　3:29.693:29.693:29.693:29.69熊本県熊本県熊本県熊本県 1:43.801:43.801:43.801:43.80北海道選抜北海道選抜北海道選抜北海道選抜5555 4444 　　　　　　　　3:47.493:47.493:47.493:47.49北海道北海道北海道北海道 1:57.071:57.071:57.071:57.07 曇り曇り曇り曇り南南東南南東南南東南南東1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s2222Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成男2X成男2X成男2X成男2X7:407:407:407:40予選予選予選予選 東レ滋賀東レ滋賀東レ滋賀東レ滋賀1111 4444 　　　　　　　　3:42.003:42.003:42.003:42.00滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:46.531:46.531:46.531:46.53新潟選抜新潟選抜新潟選抜新潟選抜2222 3333 　　　　　　　　3:40.823:40.823:40.823:40.82新潟県新潟県新潟県新潟県 1:47.401:47.401:47.401:47.40アイリスオーヤマ㈱アイリスオーヤマ㈱アイリスオーヤマ㈱アイリスオーヤマ㈱3333 2222 　　　　　　　　3:20.323:20.323:20.323:20.32宮城県宮城県宮城県宮城県 1:37.531:37.531:37.531:37.53栃木選抜栃木選抜栃木選抜栃木選抜4444 5555 　　　　　　　　3:43.553:43.553:43.553:43.55栃木県栃木県栃木県栃木県 1:49.151:49.151:49.151:49.15岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜5555 1111 　　　　　　　　3:18.613:18.613:18.613:18.61岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:36.141:36.141:36.141:36.14 南東南東南東南東1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s3333Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組成男2X成男2X成男2X成男2X7:507:507:507:50予選予選予選予選 三重選抜三重選抜三重選抜三重選抜1111 5555 　　　　　　　　3:44.953:44.953:44.953:44.95三重県三重県三重県三重県 1:46.711:46.711:46.711:46.71広島選抜広島選抜広島選抜広島選抜2222 3333 　　　　　　　　3:34.693:34.693:34.693:34.69広島県広島県広島県広島県 1:43.671:43.671:43.671:43.67愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜3333 1111 　　　　　　　　3:26.603:26.603:26.603:26.60愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:40.851:40.851:40.851:40.85奈良県選抜奈良県選抜奈良県選抜奈良県選抜4444 2222 　　　　　　　　3:34.033:34.033:34.033:34.03奈良県奈良県奈良県奈良県 1:42.971:42.971:42.971:42.97千葉選抜千葉選抜千葉選抜千葉選抜5555 4444 　　　　　　　　3:37.473:37.473:37.473:37.47千葉県千葉県千葉県千葉県 1:47.351:47.351:47.351:47.35 曇り曇り曇り曇り南東南東南東南東0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s4444Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組成男2X成男2X成男2X成男2X8:008:008:008:00予選予選予選予選 徳島県選抜徳島県選抜徳島県選抜徳島県選抜1111 5555 　　　　　　　　4:53.874:53.874:53.874:53.87徳島県徳島県徳島県徳島県 2:14.262:14.262:14.262:14.26石川石川石川石川2222 3333 　　　　　　　　3:40.023:40.023:40.023:40.02石川県石川県石川県石川県 1:48.341:48.341:48.341:48.34宮崎RC宮崎RC宮崎RC宮崎RC3333 4444 　　　　　　　　3:41.693:41.693:41.693:41.69宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 1:46.171:46.171:46.171:46.17鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜4444 1111 　　　　　　　　3:27.583:27.583:27.583:27.58鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:42.321:42.321:42.321:42.32山形選抜山形選抜山形選抜山形選抜5555 2222 　　　　　　　　3:38.203:38.203:38.203:38.20山形県山形県山形県山形県 1:47.751:47.751:47.751:47.75 曇り曇り曇り曇り東南東東南東東南東東南東0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s5555Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少男1X少男1X少男1X少男1X8:108:108:108:10予選予選予選予選 高木 皓生(網走南ヶ丘高等学校)高木 皓生(網走南ヶ丘高等学校)高木 皓生(網走南ヶ丘高等学校)高木 皓生(網走南ヶ丘高等学校)1111 5555 　　　　　　　　4:21.904:21.904:21.904:21.90北海道北海道北海道北海道 2:00.362:00.362:00.362:00.36臼井 安典(福井選抜)臼井 安典(福井選抜)臼井 安典(福井選抜)臼井 安典(福井選抜)2222 3333 　　　　　　　　3:53.563:53.563:53.563:53.56福井県福井県福井県福井県 1:51.071:51.071:51.071:51.07久保 如竹(東京選抜)久保 如竹(東京選抜)久保 如竹(東京選抜)久保 如竹(東京選抜)3333 4444 　　　　　　　　3:56.103:56.103:56.103:56.10東京都東京都東京都東京都 1:54.831:54.831:54.831:54.83津留 恒星(熊本選抜)津留 恒星(熊本選抜)津留 恒星(熊本選抜)津留 恒星(熊本選抜)4444 2222 　　　　　　　　3:47.403:47.403:47.403:47.40熊本県熊本県熊本県熊本県 1:48.851:48.851:48.851:48.85湊 智成(岡山選抜)湊 智成(岡山選抜)湊 智成(岡山選抜)湊 智成(岡山選抜)5555 1111 　　　　　　　　3:46.943:46.943:46.943:46.94岡山県岡山県岡山県岡山県 1:50.111:50.111:50.111:50.11 北西北西北西北西1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s6666Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少男1X少男1X少男1X少男1X8:208:208:208:20予選予選予選予選 蓮池 泰成(宮島工業高等学校)蓮池 泰成(宮島工業高等学校)蓮池 泰成(宮島工業高等学校)蓮池 泰成(宮島工業高等学校)1111 3333 　　　　　　　　3:53.113:53.113:53.113:53.11広島県広島県広島県広島県 1:51.161:51.161:51.161:51.16阿部 宗一郎(新潟選抜)阿部 宗一郎(新潟選抜)阿部 宗一郎(新潟選抜)阿部 宗一郎(新潟選抜)2222 4444 　　　　　　　　3:59.803:59.803:59.803:59.80新潟県新潟県新潟県新潟県 1:54.421:54.421:54.421:54.42鈴木 竣(津久井高等学校)鈴木 竣(津久井高等学校)鈴木 竣(津久井高等学校)鈴木 竣(津久井高等学校)3333 5555 　　　　　　　　4:15.714:15.714:15.714:15.71神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 1:59.881:59.881:59.881:59.88福井 康(兵庫選抜)福井 康(兵庫選抜)福井 康(兵庫選抜)福井 康(兵庫選抜)4444 1111 　　　　　　　　3:39.623:39.623:39.623:39.62兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 1:47.371:47.371:47.371:47.37石井 勇輔(愛知選抜)石井 勇輔(愛知選抜)石井 勇輔(愛知選抜)石井 勇輔(愛知選抜)5555 2222 　　　　　　　　3:43.933:43.933:43.933:43.93愛知県愛知県愛知県愛知県 1:50.751:50.751:50.751:50.75 曇り曇り曇り曇り北西北西北西北西1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s7777Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少女1X少女1X少女1X少女1X8:308:308:308:30予選予選予選予選 川村 由樹(大分県選抜)川村 由樹(大分県選抜)川村 由樹(大分県選抜)川村 由樹(大分県選抜)1111 5555 　　　　　　　　4:34.474:34.474:34.474:34.47大分県大分県大分県大分県 2:13.382:13.382:13.382:13.38林原 悠(鳥取県選抜)林原 悠(鳥取県選抜)林原 悠(鳥取県選抜)林原 悠(鳥取県選抜)2222 4444 　　　　　　　　4:19.414:19.414:19.414:19.41鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 2:08.152:08.152:08.152:08.15喜多 彩香(東京選抜)喜多 彩香(東京選抜)喜多 彩香(東京選抜)喜多 彩香(東京選抜)3333 3333 　　　　　　　　4:14.804:14.804:14.804:14.80東京都東京都東京都東京都 2:06.012:06.012:06.012:06.01廣澤 稀梨華(愛媛選抜)廣澤 稀梨華(愛媛選抜)廣澤 稀梨華(愛媛選抜)廣澤 稀梨華(愛媛選抜)4444 2222 　　　　　　　　4:13.344:13.344:13.344:13.34愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 2:05.162:05.162:05.162:05.16木野田 沙帆子(青森選抜)木野田 沙帆子(青森選抜)木野田 沙帆子(青森選抜)木野田 沙帆子(青森選抜)5555 1111 　　　　　　　　4:04.504:04.504:04.504:04.50青森県青森県青森県青森県 1:59.231:59.231:59.231:59.23 曇り曇り曇り曇り北西北西北西北西2.00 m/s2.00 m/s2.00 m/s2.00 m/s8888Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少女1X少女1X少女1X少女1X8:408:408:408:40予選予選予選予選 村 恵里佳(富山選抜)村 恵里佳(富山選抜)村 恵里佳(富山選抜)村 恵里佳(富山選抜)1111 4444 　　　　　　　　4:25.204:25.204:25.204:25.20富山県富山県富山県富山県 2:10.412:10.412:10.412:10.41鈴木 成美(石狩翔陽高等学校)鈴木 成美(石狩翔陽高等学校)鈴木 成美(石狩翔陽高等学校)鈴木 成美(石狩翔陽高等学校)2222 5555 　　　　　　　　4:27.994:27.994:27.994:27.99北海道北海道北海道北海道 2:11.102:11.102:11.102:11.10木下 美奈(富士河口湖高等学校)木下 美奈(富士河口湖高等学校)木下 美奈(富士河口湖高等学校)木下 美奈(富士河口湖高等学校)3333 1111 　　　　　　　　4:01.114:01.114:01.114:01.11山梨県山梨県山梨県山梨県 1:58.451:58.451:58.451:58.45中谷 理紗(大津緑洋高校)中谷 理紗(大津緑洋高校)中谷 理紗(大津緑洋高校)中谷 理紗(大津緑洋高校)4444 3333 　　　　　　　　4:14.084:14.084:14.084:14.08山口県山口県山口県山口県 2:04.142:04.142:04.142:04.14松村 美音(熊本選抜)松村 美音(熊本選抜)松村 美音(熊本選抜)松村 美音(熊本選抜)5555 2222 　　　　　　　　4:02.814:02.814:02.814:02.81熊本県熊本県熊本県熊本県 1:56.671:56.671:56.671:56.67 曇り曇り曇り曇り北北西北北西北北西北北西2.50 m/s2.50 m/s2.50 m/s2.50 m/s9999Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少男4X+少男4X+少男4X+少男4X+8:508:508:508:50予選予選予選予選 長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜1111 4444 　　　　　　　　3:22.573:22.573:22.573:22.57長崎県長崎県長崎県長崎県 1:39.321:39.321:39.321:39.32函館水産高等学校函館水産高等学校函館水産高等学校函館水産高等学校2222 5555 　　　　　　　　3:34.563:34.563:34.563:34.56北海道北海道北海道北海道 1:45.221:45.221:45.221:45.22田名部高等学校田名部高等学校田名部高等学校田名部高等学校3333 3333 　　　　　　　　3:15.133:15.133:15.133:15.13青森県青森県青森県青森県 1:36.231:36.231:36.231:36.23岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜4444 1111 　　　　　　　　3:08.833:08.833:08.833:08.83岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:33.781:33.781:33.781:33.78慶應義塾高等学校慶應義塾高等学校慶應義塾高等学校慶應義塾高等学校5555 2222 　　　　　　　　3:10.633:10.633:10.633:10.63神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 1:35.001:35.001:35.001:35.00 曇り曇り曇り曇り北西北西北西北西3.00 m/s3.00 m/s3.00 m/s3.00 m/s10101010ＢＢＢＢ組組組組少男4X+少男4X+少男4X+少男4X+9:009:009:009:00予選予選予選予選 福井選抜福井選抜福井選抜福井選抜1111 3333 　　　　　　　　3:09.793:09.793:09.793:09.79福井県福井県福井県福井県 1:35.011:35.011:35.011:35.01愛知選抜愛知選抜愛知選抜愛知選抜2222 2222 　　　　　　　　3:08.903:08.903:08.903:08.90愛知県愛知県愛知県愛知県 1:33.391:33.391:33.391:33.39福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校3333 5555 　　　　　　　　3:17.783:17.783:17.783:17.78福岡県福岡県福岡県福岡県 1:36.861:36.861:36.861:36.86秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校4444 4444 　　　　　　　　3:13.223:13.223:13.223:13.22秋田県秋田県秋田県秋田県 1:34.441:34.441:34.441:34.44埼埼埼埼玉玉玉玉選選選選抜抜抜抜5555 1111 　　　　　　　　3333::::00004444....55550000埼埼埼埼玉玉玉玉県県県県 1111::::33330000....77775555



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月11日2013年9月11日2013年9月11日2013年9月11日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 曇り曇り曇り曇り北北西北北西北北西北北西3.00 m/s3.00 m/s3.00 m/s3.00 m/s11111111Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少女4X+少女4X+少女4X+少女4X+9:109:109:109:10予選予選予選予選 青森選抜青森選抜青森選抜青森選抜1111 5555 　　　　　　　　3:40.413:40.413:40.413:40.41青森県青森県青森県青森県 1:50.811:50.811:50.811:50.81福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校2222 4444 　　　　　　　　3:39.233:39.233:39.233:39.23福岡県福岡県福岡県福岡県 1:49.591:49.591:49.591:49.59松江東高校松江東高校松江東高校松江東高校3333 2222 　　　　　　　　3:35.813:35.813:35.813:35.81島根県島根県島根県島根県 1:47.261:47.261:47.261:47.26山梨選抜山梨選抜山梨選抜山梨選抜4444 3333 　　　　　　　　3:37.413:37.413:37.413:37.41山梨県山梨県山梨県山梨県 1:49.191:49.191:49.191:49.19京都選抜京都選抜京都選抜京都選抜5555 1111 　　　　　　　　3:25.373:25.373:25.373:25.37京都府京都府京都府京都府 1:42.401:42.401:42.401:42.40 曇り曇り曇り曇り北西北西北西北西3.50 m/s3.50 m/s3.50 m/s3.50 m/s12121212Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少女4X+少女4X+少女4X+少女4X+9:209:209:209:20予選予選予選予選 秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校1111 4444 　　　　　　　　3:32.823:32.823:32.823:32.82秋田県秋田県秋田県秋田県 1:45.141:45.141:45.141:45.14北海道選抜北海道選抜北海道選抜北海道選抜2222 5555 　　　　　　　　3:49.963:49.963:49.963:49.96北海道北海道北海道北海道 1:54.191:54.191:54.191:54.19長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜3333 2222 　　　　　　　　3:23.393:23.393:23.393:23.39長崎県長崎県長崎県長崎県 1:41.371:41.371:41.371:41.37東京選抜東京選抜東京選抜東京選抜4444 3333 　　　　　　　　3:24.913:24.913:24.913:24.91東京都東京都東京都東京都 1:41.741:41.741:41.741:41.74福井選抜福井選抜福井選抜福井選抜5555 1111 　　　　　　　　3:18.653:18.653:18.653:18.65福井県福井県福井県福井県 1:38.571:38.571:38.571:38.57 曇り曇り曇り曇り北北西北北西北北西北北西3.00 m/s3.00 m/s3.00 m/s3.00 m/s13131313Ｅ組Ｅ組Ｅ組Ｅ組成男2X成男2X成男2X成男2X9:409:409:409:40予選予選予選予選 長野選抜長野選抜長野選抜長野選抜1111 3333 　　　　　　　　3:09.613:09.613:09.613:09.61長野県長野県長野県長野県 1:34.601:34.601:34.601:34.60神奈川県選抜神奈川県選抜神奈川県選抜神奈川県選抜2222 2222 　　　　　　　　3:06.743:06.743:06.743:06.74神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 1:31.961:31.961:31.961:31.96兵庫選抜兵庫選抜兵庫選抜兵庫選抜3333 5555 　　　　　　　　3:14.683:14.683:14.683:14.68兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 1:37.951:37.951:37.951:37.95山口選抜山口選抜山口選抜山口選抜4444 4444 　　　　　　　　3:13.723:13.723:13.723:13.72山口県山口県山口県山口県 1:38.641:38.641:38.641:38.64長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜5555 1111 　　　　　　　　3:03.663:03.663:03.663:03.66長崎県長崎県長崎県長崎県 1:33.191:33.191:33.191:33.19 曇り曇り曇り曇り北北北北1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s14141414Ｆ組Ｆ組Ｆ組Ｆ組成男2X成男2X成男2X成男2X9:509:509:509:50予選予選予選予選 群馬選抜群馬選抜群馬選抜群馬選抜1111 3333 　　　　　　　　3:09.823:09.823:09.823:09.82群馬県群馬県群馬県群馬県 1:35.201:35.201:35.201:35.20沖縄選抜沖縄選抜沖縄選抜沖縄選抜2222 5555 　　　　　　　　3:41.813:41.813:41.813:41.81沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 1:51.771:51.771:51.771:51.77島根選抜島根選抜島根選抜島根選抜3333 4444 　　　　　　　　3:11.303:11.303:11.303:11.30島根県島根県島根県島根県 1:34.741:34.741:34.741:34.74トヨタ紡織トヨタ紡織トヨタ紡織トヨタ紡織4444 1111 　　　　　　　　2:58.462:58.462:58.462:58.46愛知県愛知県愛知県愛知県 1:30.911:30.911:30.911:30.91関西電力美浜関西電力美浜関西電力美浜関西電力美浜5555 2222 　　　　　　　　2:59.532:59.532:59.532:59.53福井県福井県福井県福井県 1:30.321:30.321:30.321:30.32 曇り曇り曇り曇り北北西北北西北北西北北西1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s15151515Ｇ組Ｇ組Ｇ組Ｇ組成男2X成男2X成男2X成男2X10:0010:0010:0010:00予選予選予選予選 秋田選抜秋田選抜秋田選抜秋田選抜1111 4444 　　　　　　　　3:06.333:06.333:06.333:06.33秋田県秋田県秋田県秋田県 1:32.781:32.781:32.781:32.78佐賀県選抜佐賀県選抜佐賀県選抜佐賀県選抜2222 3333 　　　　　　　　3:05.363:05.363:05.363:05.36佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 1:31.831:31.831:31.831:31.83和歌山県選抜和歌山県選抜和歌山県選抜和歌山県選抜3333 5555 　　　　　　　　3:13.253:13.253:13.253:13.25和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 1:34.031:34.031:34.031:34.03岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜4444 1111 　　　　　　　　2:59.232:59.232:59.232:59.23岡山県岡山県岡山県岡山県 1:29.401:29.401:29.401:29.40新日鐵住金新日鐵住金新日鐵住金新日鐵住金5555 2222 　　　　　　　　3:04.613:04.613:04.613:04.61茨城県茨城県茨城県茨城県 1:32.171:32.171:32.171:32.17 曇り曇り曇り曇り北北北北1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s16161616Ｈ組Ｈ組Ｈ組Ｈ組成男2X成男2X成男2X成男2X10:1010:1010:1010:10予選予選予選予選 鹿児島選抜鹿児島選抜鹿児島選抜鹿児島選抜2222 2222 　　　　　　　　3:11.793:11.793:11.793:11.79鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 1:33.581:33.581:33.581:33.58青森選抜青森選抜青森選抜青森選抜3333 3333 　　　　　　　　3:15.603:15.603:15.603:15.60青森県青森県青森県青森県 1:35.541:35.541:35.541:35.54北陵RC北陵RC北陵RC北陵RC4444 1111 　　　　　　　　3:04.323:04.323:04.323:04.32山梨県山梨県山梨県山梨県 1:31.191:31.191:31.191:31.19四万十ＲＣ四万十ＲＣ四万十ＲＣ四万十ＲＣ5555 4444 　　　　　　　　3:17.413:17.413:17.413:17.41高知県高知県高知県高知県 1:38.181:38.181:38.181:38.18 曇り曇り曇り曇り北北北北0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s17171717Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組少男1X少男1X少男1X少男1X10:2010:2010:2010:20予選予選予選予選 古田 直輝(鳥取県選抜)古田 直輝(鳥取県選抜)古田 直輝(鳥取県選抜)古田 直輝(鳥取県選抜)1111 1111 　　　　　　　　3:15.443:15.443:15.443:15.44鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:35.061:35.061:35.061:35.06中島 希世紀(長崎県選抜)中島 希世紀(長崎県選抜)中島 希世紀(長崎県選抜)中島 希世紀(長崎県選抜)2222 3333 　　　　　　　　3:20.123:20.123:20.123:20.12長崎県長崎県長崎県長崎県 1:37.171:37.171:37.171:37.17藤谷 魁人(富山選抜)藤谷 魁人(富山選抜)藤谷 魁人(富山選抜)藤谷 魁人(富山選抜)3333 4444 　　　　　　　　3:23.943:23.943:23.943:23.94富山県富山県富山県富山県 1:39.801:39.801:39.801:39.80御手洗 航(愛媛選抜)御手洗 航(愛媛選抜)御手洗 航(愛媛選抜)御手洗 航(愛媛選抜)4444 5555 　　　　　　　　3:27.623:27.623:27.623:27.62愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:45.421:45.421:45.421:45.42山根 慶大(岩手選抜)山根 慶大(岩手選抜)山根 慶大(岩手選抜)山根 慶大(岩手選抜)5555 2222 　　　　　　　　3:18.473:18.473:18.473:18.47岩手県岩手県岩手県岩手県 1:36.661:36.661:36.661:36.66 曇り曇り曇り曇り北北北北2.00 m/s2.00 m/s2.00 m/s2.00 m/s18181818Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組少男1X少男1X少男1X少男1X10:3010:3010:3010:30予選予選予選予選 島田 滉大(江津工業高校)島田 滉大(江津工業高校)島田 滉大(江津工業高校)島田 滉大(江津工業高校)1111 5555 　　　　　　　　3:22.703:22.703:22.703:22.70島根県島根県島根県島根県 1:38.831:38.831:38.831:38.83罍 剣真(むつ工業高等学校)罍 剣真(むつ工業高等学校)罍 剣真(むつ工業高等学校)罍 剣真(むつ工業高等学校)2222 4444 　　　　　　　　3:21.953:21.953:21.953:21.95青森県青森県青森県青森県 1:37.781:37.781:37.781:37.78河津 蒼摩(大分県選抜)河津 蒼摩(大分県選抜)河津 蒼摩(大分県選抜)河津 蒼摩(大分県選抜)3333 3333 　　　　　　　　3:18.583:18.583:18.583:18.58大分県大分県大分県大分県 1:37.321:37.321:37.321:37.32内田 内田 内田 内田 達達達達大(大(大(大(吉吉吉吉田高等学校)田高等学校)田高等学校)田高等学校)4444 1111 　　　　　　　　3:13.083:13.083:13.083:13.08山梨県山梨県山梨県山梨県 1:34.081:34.081:34.081:34.08目片目片目片目片 康 康 康 康介介介介(滋賀選抜)(滋賀選抜)(滋賀選抜)(滋賀選抜)5555 2222 　　　　　　　　3:18.313:18.313:18.313:18.31滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:36.761:36.761:36.761:36.76 曇り曇り曇り曇り北北北北1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s19191919Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組少女1X少女1X少女1X少女1X10:4010:4010:4010:40予選予選予選予選 佐佐佐佐々々々々木 木 木 木 幸幸幸幸(福島選抜)(福島選抜)(福島選抜)(福島選抜)1111 2222 　　　　　　　　3:37.323:37.323:37.323:37.32福島県福島県福島県福島県 1:48.771:48.771:48.771:48.77川川川川﨑﨑﨑﨑    あかりあかりあかりあかり(埼玉選抜)(埼玉選抜)(埼玉選抜)(埼玉選抜)2222 4444 　　　　　　　　3:42.373:42.373:42.373:42.37埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:49.241:49.241:49.241:49.24福井 美紀(福井 美紀(福井 美紀(福井 美紀(坂出商坂出商坂出商坂出商業高校)業高校)業高校)業高校)3333 3333 　　　　　　　　3:38.893:38.893:38.893:38.89香川県香川県香川県香川県 1:46.821:46.821:46.821:46.82稗稗稗稗 葉 葉 葉 葉瑠々瑠々瑠々瑠々(滋賀選抜)(滋賀選抜)(滋賀選抜)(滋賀選抜)4444 5555 　　　　　　　　3:48.513:48.513:48.513:48.51滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:52.051:52.051:52.051:52.05石石石石上上上上    璃璃璃璃奈(長野選抜)奈(長野選抜)奈(長野選抜)奈(長野選抜)5555 1111 　　　　　　　　3:34.893:34.893:34.893:34.89長野県長野県長野県長野県 1:47.231:47.231:47.231:47.23 曇り曇り曇り曇り北北西北北西北北西北北西2.00 m/s2.00 m/s2.00 m/s2.00 m/s20202020Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組少女1X少女1X少女1X少女1X10:5010:5010:5010:50予選予選予選予選 楠楠楠楠    菜々菜々菜々菜々子(福井選抜)子(福井選抜)子(福井選抜)子(福井選抜)1111 4444 　　　　　　　　3:35.813:35.813:35.813:35.81福井県福井県福井県福井県 1:45.641:45.641:45.641:45.64松松松松永永永永 美 美 美 美咲咲咲咲(宮崎選抜)(宮崎選抜)(宮崎選抜)(宮崎選抜)2222 5555 　　　　　　　　3:40.273:40.273:40.273:40.27宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 1:49.301:49.301:49.301:49.30土土土土佐 真佐 真佐 真佐 真歩歩歩歩((((横横横横浜浜浜浜商商商商業高等学校)業高等学校)業高等学校)業高等学校)3333 1111 　　　　　　　　3:28.493:28.493:28.493:28.49神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 1:43.741:43.741:43.741:43.74川川川川合合合合    瞳瞳瞳瞳(兵庫選抜)(兵庫選抜)(兵庫選抜)(兵庫選抜)4444 2222 　　　　　　　　3:30.483:30.483:30.483:30.48兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 1:43.351:43.351:43.351:43.35青野 青野 青野 青野 有有有有希(希(希(希(静静静静岡県選抜)岡県選抜)岡県選抜)岡県選抜)5555 3333 　　　　　　　　3333::::33332222....33338888静静静静岡県岡県岡県岡県 1111::::44447777....11114444



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月11日2013年9月11日2013年9月11日2013年9月11日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 曇り曇り曇り曇り北北北北0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s21212121Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組少男4X+少男4X+少男4X+少男4X+11:0011:0011:0011:00予選予選予選予選 東京選抜東京選抜東京選抜東京選抜1111 1111 　　　　　　　　2:49.552:49.552:49.552:49.55東京都東京都東京都東京都 1:24.731:24.731:24.731:24.73京都選抜京都選抜京都選抜京都選抜2222 3333 　　　　　　　　2:50.572:50.572:50.572:50.57京都府京都府京都府京都府 1:25.661:25.661:25.661:25.66愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜3333 5555 　　　　　　　　2:53.222:53.222:53.222:53.22愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:26.091:26.091:26.091:26.09富山選抜富山選抜富山選抜富山選抜4444 2222 　　　　　　　　2:50.002:50.002:50.002:50.00富山県富山県富山県富山県 1:24.031:24.031:24.031:24.03島根選抜島根選抜島根選抜島根選抜5555 4444 　　　　　　　　2:51.012:51.012:51.012:51.01島根県島根県島根県島根県 1:25.341:25.341:25.341:25.34 曇り曇り曇り曇り北北西北北西北北西北北西0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s22222222Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組少男4X+少男4X+少男4X+少男4X+11:1011:1011:1011:10予選予選予選予選 岩手選抜岩手選抜岩手選抜岩手選抜1111 5555 　　　　　　　　2:55.172:55.172:55.172:55.17岩手県岩手県岩手県岩手県 1:26.691:26.691:26.691:26.69潮来潮来潮来潮来高等学校高等学校高等学校高等学校2222 3333 　　　　　　　　2:53.002:53.002:53.002:53.00茨城県茨城県茨城県茨城県 1:25.701:25.701:25.701:25.70熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜3333 4444 　　　　　　　　2:53.192:53.192:53.192:53.19熊本県熊本県熊本県熊本県 1:26.391:26.391:26.391:26.39大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜4444 1111 　　　　　　　　2:48.712:48.712:48.712:48.71大大大大阪阪阪阪府府府府 1:24.171:24.171:24.171:24.17岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜5555 2222 　　　　　　　　2:49.322:49.322:49.322:49.32岡山県岡山県岡山県岡山県 1:23.941:23.941:23.941:23.94 曇り曇り曇り曇り北北北北0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s23232323Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組少女4X+少女4X+少女4X+少女4X+11:2011:2011:2011:20予選予選予選予選 滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜1111 5555 　　　　　　　　3:15.153:15.153:15.153:15.15滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:36.871:36.871:36.871:36.87埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜2222 4444 　　　　　　　　3:10.573:10.573:10.573:10.57埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:33.671:33.671:33.671:33.67愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜3333 2222 　　　　　　　　3:08.993:08.993:08.993:08.99愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:33.921:33.921:33.921:33.92熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜4444 3333 　　　　　　　　3:09.303:09.303:09.303:09.30熊本県熊本県熊本県熊本県 1:34.441:34.441:34.441:34.44岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜5555 1111 　　　　　　　　3:04.243:04.243:04.243:04.24岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:31.651:31.651:31.651:31.65 曇り曇り曇り曇り北北東北北東北北東北北東1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s24242424Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組少女4X+少女4X+少女4X+少女4X+11:3011:3011:3011:30予選予選予選予選 大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜1111 5555 　　　　　　　　3:14.563:14.563:14.563:14.56大大大大阪阪阪阪府府府府 1:37.081:37.081:37.081:37.08岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜2222 4444 　　　　　　　　3:13.983:13.983:13.983:13.98岡山県岡山県岡山県岡山県 1:36.641:36.641:36.641:36.64愛知選抜愛知選抜愛知選抜愛知選抜3333 1111 　　　　　　　　3:05.623:05.623:05.623:05.62愛知県愛知県愛知県愛知県 1:32.381:32.381:32.381:32.38富山選抜富山選抜富山選抜富山選抜4444 2222 　　　　　　　　3:07.023:07.023:07.023:07.02富山県富山県富山県富山県 1:31.931:31.931:31.931:31.93宮城県選抜宮城県選抜宮城県選抜宮城県選抜5555 3333 　　　　　　　　3:09.943:09.943:09.943:09.94宮城県宮城県宮城県宮城県 1:33.221:33.221:33.221:33.22 曇り曇り曇り曇り北東北東北東北東1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s25252525Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少男2X少男2X少男2X少男2X11:5011:5011:5011:50予選予選予選予選 大分県選抜大分県選抜大分県選抜大分県選抜1111 3333 　　　　　　　　2:55.222:55.222:55.222:55.22大分県大分県大分県大分県 1:25.891:25.891:25.891:25.89福井選抜福井選抜福井選抜福井選抜2222 1111 　　　　　　　　2:54.832:54.832:54.832:54.83福井県福井県福井県福井県 1:26.731:26.731:26.731:26.73鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜3333 5555 　　　　　　　　2:58.672:58.672:58.672:58.67鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:27.561:27.561:27.561:27.56福島選抜福島選抜福島選抜福島選抜4444 4444 　　　　　　　　2:58.482:58.482:58.482:58.48福島県福島県福島県福島県 1:28.071:28.071:28.071:28.07静静静静岡県選抜岡県選抜岡県選抜岡県選抜5555 2222 　　　　　　　　2:55.022:55.022:55.022:55.02静静静静岡県岡県岡県岡県 1:26.231:26.231:26.231:26.23 曇り曇り曇り曇り北東北東北東北東0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s26262626Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少男2X少男2X少男2X少男2X12:0012:0012:0012:00予選予選予選予選 唐唐唐唐津津津津ジュニジュニジュニジュニアRCアRCアRCアRC1111 3333 　　　　　　　　2:59.962:59.962:59.962:59.96佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 1:28.961:28.961:28.961:28.96岩手選抜岩手選抜岩手選抜岩手選抜2222 2222 　　　　　　　　2:59.412:59.412:59.412:59.41岩手県岩手県岩手県岩手県 1:30.381:30.381:30.381:30.38岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜3333 1111 　　　　　　　　2:58.552:58.552:58.552:58.55岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:27.751:27.751:27.751:27.75大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜4444 5555 　　　　　　　　3:05.513:05.513:05.513:05.51大大大大阪阪阪阪府府府府 1:31.491:31.491:31.491:31.49山梨選抜山梨選抜山梨選抜山梨選抜5555 4444 　　　　　　　　3:03.133:03.133:03.133:03.13山梨県山梨県山梨県山梨県 1:31.821:31.821:31.821:31.82 曇り曇り曇り曇り無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s27272727Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組少男2X少男2X少男2X少男2X12:3012:3012:3012:30予選予選予選予選 新潟選抜新潟選抜新潟選抜新潟選抜1111 3333 　　　　　　　　2:58.672:58.672:58.672:58.67新潟県新潟県新潟県新潟県 1:29.291:29.291:29.291:29.29館林高等学校館林高等学校館林高等学校館林高等学校2222 4444 　　　　　　　　2:58.852:58.852:58.852:58.85群馬県群馬県群馬県群馬県 1:29.651:29.651:29.651:29.65滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜3333 1111 　　　　　　　　2:54.762:54.762:54.762:54.76滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:25.591:25.591:25.591:25.59熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜4444 2222 　　　　　　　　2:58.442:58.442:58.442:58.44熊本県熊本県熊本県熊本県 1:28.951:28.951:28.951:28.95坂出商坂出商坂出商坂出商業高校業高校業高校業高校5555 5555 　　　　　　　　3:07.203:07.203:07.203:07.20香川県香川県香川県香川県 1:33.081:33.081:33.081:33.08 曇り曇り曇り曇り北東北東北東北東0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s28282828Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組少男2X少男2X少男2X少男2X12:4012:4012:4012:40予選予選予選予選 東京選抜東京選抜東京選抜東京選抜1111 1111 　　　　　　　　2:57.312:57.312:57.312:57.31東京都東京都東京都東京都 1:28.211:28.211:28.211:28.21愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜2222 4444 　　　　　　　　3:11.083:11.083:11.083:11.08愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:38.371:38.371:38.371:38.37函館水産高等学校函館水産高等学校函館水産高等学校函館水産高等学校3333 5555 　　　　　　　　3:11.273:11.273:11.273:11.27北海道北海道北海道北海道 1:35.051:35.051:35.051:35.05岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜4444 2222 　　　　　　　　3:02.403:02.403:02.403:02.40岡山県岡山県岡山県岡山県 1:31.081:31.081:31.081:31.08鹿児島選抜鹿児島選抜鹿児島選抜鹿児島選抜5555 3333 　　　　　　　　3:04.643:04.643:04.643:04.64鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 1:30.241:30.241:30.241:30.24 曇り曇り曇り曇り北東北東北東北東0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s29292929Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少女2X少女2X少女2X少女2X12:1012:1012:1012:10予選予選予選予選 滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜1111 1111 　　　　　　　　3:11.833:11.833:11.833:11.83滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:36.601:36.601:36.601:36.60長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜2222 4444 　　　　　　　　3:24.863:24.863:24.863:24.86長崎県長崎県長崎県長崎県 1:42.581:42.581:42.581:42.58愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜3333 3333 　　　　　　　　3:22.423:22.423:22.423:22.42愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:40.661:40.661:40.661:40.66石狩翔陽高等学校石狩翔陽高等学校石狩翔陽高等学校石狩翔陽高等学校4444 5555 　　　　　　　　3:39.223:39.223:39.223:39.22北海道北海道北海道北海道 1:47.431:47.431:47.431:47.43東京選抜東京選抜東京選抜東京選抜5555 2222 　　　　　　　　3:14.713:14.713:14.713:14.71東京都東京都東京都東京都 1:37.591:37.591:37.591:37.59 曇り曇り曇り曇り北東北東北東北東0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s30303030ＢＢＢＢ組組組組少女2X少女2X少女2X少女2X12:2012:2012:2012:20予選予選予選予選 埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜1111 2222 　　　　　　　　3:15.553:15.553:15.553:15.55埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:37.841:37.841:37.841:37.84鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜2222 3333 　　　　　　　　3:17.203:17.203:17.203:17.20鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:38.431:38.431:38.431:38.43岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜3333 1111 　　　　　　　　3:13.433:13.433:13.433:13.43岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:37.351:37.351:37.351:37.35福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校4444 5555 　　　　　　　　3:29.493:29.493:29.493:29.49福岡県福岡県福岡県福岡県 1:44.051:44.051:44.051:44.05岩岩岩岩手手手手選選選選抜抜抜抜5555 4444 　　　　　　　　3333::::22222222....44442222岩岩岩岩手手手手県県県県 1111::::44440000....77771111



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月11日2013年9月11日2013年9月11日2013年9月11日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 曇り曇り曇り曇り北東北東北東北東0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s31313131ＩＩＩＩ組組組組成男2X成男2X成男2X成男2X14:0014:0014:0014:00予選予選予選予選 京都選抜京都選抜京都選抜京都選抜2222 1111 　　　　　　　　3:00.733:00.733:00.733:00.73京都府京都府京都府京都府 1:28.401:28.401:28.401:28.40福岡県選抜福岡県選抜福岡県選抜福岡県選抜3333 3333 　　　　　　　　3:06.533:06.533:06.533:06.53福岡県福岡県福岡県福岡県 1:32.691:32.691:32.691:32.69戸戸戸戸田中田中田中田中央総合病院央総合病院央総合病院央総合病院RCRCRCRC4444 2222 　　　　　　　　3:05.643:05.643:05.643:05.64埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:31.911:31.911:31.911:31.91みちのくコカみちのくコカみちのくコカみちのくコカ・・・・ココココーーーーララララRCRCRCRC5555 4444 　　　　　　　　3:07.273:07.273:07.273:07.27岩手県岩手県岩手県岩手県 1:32.271:32.271:32.271:32.27 小雨小雨小雨小雨北北東北北東北北東北北東1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s32323232ＪＪＪＪ組組組組成男2X成男2X成男2X成男2X14:1014:1014:1014:10予選予選予選予選 大分県選抜大分県選抜大分県選抜大分県選抜2222 3333 　　　　　　　　3:19.003:19.003:19.003:19.00大分県大分県大分県大分県 1:36.061:36.061:36.061:36.06静静静静岡県選抜岡県選抜岡県選抜岡県選抜3333 1111 　　　　　　　　3:04.503:04.503:04.503:04.50静静静静岡県岡県岡県岡県 1:29.351:29.351:29.351:29.35大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜4444 2222 　　　　　　　　3:12.333:12.333:12.333:12.33大大大大阪阪阪阪府府府府 1:33.051:33.051:33.051:33.05香川県選抜香川県選抜香川県選抜香川県選抜5555 4444 　　　　　　　　3:26.583:26.583:26.583:26.58香川県香川県香川県香川県 1:38.621:38.621:38.621:38.62 曇り曇り曇り曇り無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s33333333Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組少女2X少女2X少女2X少女2X14:2014:2014:2014:20予選予選予選予選 館林女子高等学校館林女子高等学校館林女子高等学校館林女子高等学校1111 1111 　　　　　　　　3:23.543:23.543:23.543:23.54群馬県群馬県群馬県群馬県 1:42.001:42.001:42.001:42.00熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜2222 3333 　　　　　　　　3:27.073:27.073:27.073:27.07熊本県熊本県熊本県熊本県 1:41.151:41.151:41.151:41.15新潟選抜新潟選抜新潟選抜新潟選抜3333 2222 　　　　　　　　3:26.793:26.793:26.793:26.79新潟県新潟県新潟県新潟県 1:44.021:44.021:44.021:44.02宮城県佐宮城県佐宮城県佐宮城県佐沼沼沼沼高校高校高校高校4444 5555 　　　　　　　　3:37.203:37.203:37.203:37.20宮城県宮城県宮城県宮城県 1:46.761:46.761:46.761:46.76宮島工業高等学校宮島工業高等学校宮島工業高等学校宮島工業高等学校5555 4444 　　　　　　　　3:32.713:32.713:32.713:32.71広島県広島県広島県広島県 1:44.861:44.861:44.861:44.86



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月12日2013年9月12日2013年9月12日2013年9月12日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s34343434Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少女2X少女2X少女2X少女2X7:307:307:307:30敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 石狩翔陽高等学校石狩翔陽高等学校石狩翔陽高等学校石狩翔陽高等学校1111 5555 　　　　　　　　4:50.244:50.244:50.244:50.24北海道北海道北海道北海道 2:20.542:20.542:20.542:20.54岩手選抜岩手選抜岩手選抜岩手選抜2222 2222 　　　　　　　　4:15.454:15.454:15.454:15.45岩手県岩手県岩手県岩手県 2:05.982:05.982:05.982:05.98鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜3333 1111 　　　　　　　　4:08.624:08.624:08.624:08.62鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 2:00.862:00.862:00.862:00.86長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜4444 3333 　　　　　　　　4:18.444:18.444:18.444:18.44長崎県長崎県長崎県長崎県 2:07.152:07.152:07.152:07.15福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校5555 4444 　　　　　　　　4:19.144:19.144:19.144:19.14福岡県福岡県福岡県福岡県 2:09.522:09.522:09.522:09.52 晴れ晴れ晴れ晴れ北北北北1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s35353535Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少女2X少女2X少女2X少女2X7:407:407:407:40敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 宮島工業高等学校宮島工業高等学校宮島工業高等学校宮島工業高等学校2222 2222 　　　　　　　　4:14.754:14.754:14.754:14.75広島県広島県広島県広島県 2:04.262:04.262:04.262:04.26熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜3333 1111 　　　　　　　　4:10.714:10.714:10.714:10.71熊本県熊本県熊本県熊本県 1:59.881:59.881:59.881:59.88愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜4444 4444 　　　　　　　　4:18.394:18.394:18.394:18.39愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 2:00.802:00.802:00.802:00.80宮城県佐宮城県佐宮城県佐宮城県佐沼沼沼沼高校高校高校高校5555 3333 　　　　　　　　4:17.894:17.894:17.894:17.89宮城県宮城県宮城県宮城県 2:05.422:05.422:05.422:05.42 晴れ晴れ晴れ晴れ北北北北0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s36363636Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少男1X少男1X少男1X少男1X7:507:507:507:50敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 島田 滉大(江津工業高校)島田 滉大(江津工業高校)島田 滉大(江津工業高校)島田 滉大(江津工業高校)2222 2222 　　　　　　　　4:06.094:06.094:06.094:06.09島根県島根県島根県島根県 1:58.151:58.151:58.151:58.15久保 如竹(東京選抜)久保 如竹(東京選抜)久保 如竹(東京選抜)久保 如竹(東京選抜)3333 3333 　　　　　　　　4:09.914:09.914:09.914:09.91東京都東京都東京都東京都 1:59.711:59.711:59.711:59.71阿部 宗一郎(新潟選抜)阿部 宗一郎(新潟選抜)阿部 宗一郎(新潟選抜)阿部 宗一郎(新潟選抜)4444 1111 　　　　　　　　4:03.874:03.874:03.874:03.87新潟県新潟県新潟県新潟県 1:57.511:57.511:57.511:57.51高木 皓生(網走南ヶ丘高等学校)高木 皓生(網走南ヶ丘高等学校)高木 皓生(網走南ヶ丘高等学校)高木 皓生(網走南ヶ丘高等学校)5555 4444 　　　　　　　　4:10.994:10.994:10.994:10.99北海道北海道北海道北海道 2:00.442:00.442:00.442:00.44 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s37373737Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少男1X少男1X少男1X少男1X8:008:008:008:00敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 御手洗 航(愛媛選抜)御手洗 航(愛媛選抜)御手洗 航(愛媛選抜)御手洗 航(愛媛選抜)2222 1111 　　　　　　　　3:58.733:58.733:58.733:58.73愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:56.601:56.601:56.601:56.60藤谷 魁人(富山選抜)藤谷 魁人(富山選抜)藤谷 魁人(富山選抜)藤谷 魁人(富山選抜)3333 3333 　　　　　　　　4:02.444:02.444:02.444:02.44富山県富山県富山県富山県 1:57.811:57.811:57.811:57.81罍 剣真(むつ工業高等学校)罍 剣真(むつ工業高等学校)罍 剣真(むつ工業高等学校)罍 剣真(むつ工業高等学校)4444 4444 　　　　　　　　4:02.804:02.804:02.804:02.80青森県青森県青森県青森県 1:57.251:57.251:57.251:57.25鈴木 竣(津久井高等学校)鈴木 竣(津久井高等学校)鈴木 竣(津久井高等学校)鈴木 竣(津久井高等学校)5555 2222 　　　　　　　　3:59.693:59.693:59.693:59.69神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 2:00.522:00.522:00.522:00.52 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s38383838Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少女1X少女1X少女1X少女1X8:108:108:108:10敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 松松松松永永永永 美 美 美 美咲咲咲咲(宮崎選抜)(宮崎選抜)(宮崎選抜)(宮崎選抜)2222 4444 　　　　　　　　4:40.514:40.514:40.514:40.51宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 2:17.202:17.202:17.202:17.20川川川川﨑﨑﨑﨑    あかりあかりあかりあかり(埼玉選抜)(埼玉選抜)(埼玉選抜)(埼玉選抜)3333 2222 　　　　　　　　4:33.014:33.014:33.014:33.01埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 2:13.082:13.082:13.082:13.08村 恵里佳(富山選抜)村 恵里佳(富山選抜)村 恵里佳(富山選抜)村 恵里佳(富山選抜)4444 3333 　　　　　　　　4:35.094:35.094:35.094:35.09富山県富山県富山県富山県 2:13.392:13.392:13.392:13.39川村 由樹(大分県選抜)川村 由樹(大分県選抜)川村 由樹(大分県選抜)川村 由樹(大分県選抜)5555 1111 　　　　　　　　4:31.774:31.774:31.774:31.77大分県大分県大分県大分県 2:09.652:09.652:09.652:09.65 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s39393939Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少女1X少女1X少女1X少女1X8:208:208:208:20敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 稗稗稗稗 葉 葉 葉 葉瑠々瑠々瑠々瑠々(滋賀選抜)(滋賀選抜)(滋賀選抜)(滋賀選抜)2222 4444 　　　　　　　　4:43.284:43.284:43.284:43.28滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 2:16.462:16.462:16.462:16.46林原 悠(鳥取県選抜)林原 悠(鳥取県選抜)林原 悠(鳥取県選抜)林原 悠(鳥取県選抜)3333 1111 　　　　　　　　4:24.334:24.334:24.334:24.33鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 2:07.992:07.992:07.992:07.99楠楠楠楠    菜々菜々菜々菜々子(福井選抜)子(福井選抜)子(福井選抜)子(福井選抜)4444 3333 　　　　　　　　4:26.384:26.384:26.384:26.38福井県福井県福井県福井県 2:08.522:08.522:08.522:08.52鈴木 成美(石狩翔陽高等学校)鈴木 成美(石狩翔陽高等学校)鈴木 成美(石狩翔陽高等学校)鈴木 成美(石狩翔陽高等学校)5555 2222 　　　　　　　　4:25.464:25.464:25.464:25.46北海道北海道北海道北海道 2:06.102:06.102:06.102:06.10 晴れ晴れ晴れ晴れ北東北東北東北東1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s40404040Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少男4X+少男4X+少男4X+少男4X+8:308:308:308:30敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜2222 2222 　　　　　　　　3:27.733:27.733:27.733:27.73愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:40.791:40.791:40.791:40.79島根選抜島根選抜島根選抜島根選抜3333 1111 　　　　　　　　3:25.173:25.173:25.173:25.17島根県島根県島根県島根県 1:39.691:39.691:39.691:39.69長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜4444 3333 　　　　　　　　3:30.223:30.223:30.223:30.22長崎県長崎県長崎県長崎県 1:41.241:41.241:41.241:41.24函館水産高等学校函館水産高等学校函館水産高等学校函館水産高等学校5555 4444 　　　　　　　　3:44.303:44.303:44.303:44.30北海道北海道北海道北海道 1:48.311:48.311:48.311:48.31 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s41414141Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少男4X+少男4X+少男4X+少男4X+8:408:408:408:40敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 岩手選抜岩手選抜岩手選抜岩手選抜2222 4444 　　　　　　　　3:31.293:31.293:31.293:31.29岩手県岩手県岩手県岩手県 1:41.441:41.441:41.441:41.44熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜3333 3333 　　　　　　　　3:24.503:24.503:24.503:24.50熊本県熊本県熊本県熊本県 1:38.821:38.821:38.821:38.82秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校4444 1111 　　　　　　　　3:23.283:23.283:23.283:23.28秋田県秋田県秋田県秋田県 1:36.781:36.781:36.781:36.78福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校5555 2222 　　　　　　　　3:24.003:24.003:24.003:24.00福岡県福岡県福岡県福岡県 1:38.591:38.591:38.591:38.59 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s42424242Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少女4X+少女4X+少女4X+少女4X+8:508:508:508:50敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜2222 3333 　　　　　　　　3:52.593:52.593:52.593:52.59大大大大阪阪阪阪府府府府 1:53.021:53.021:53.021:53.02埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜3333 1111 　　　　　　　　3:43.823:43.823:43.823:43.82埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:49.071:49.071:49.071:49.07岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜4444 2222 　　　　　　　　3:46.693:46.693:46.693:46.69岡山県岡山県岡山県岡山県 1:51.041:51.041:51.041:51.04北海道選抜北海道選抜北海道選抜北海道選抜5555 4444 　　　　　　　　3:59.833:59.833:59.833:59.83北海道北海道北海道北海道 1:56.091:56.091:56.091:56.09 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s43434343Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少女4X+少女4X+少女4X+少女4X+9:009:009:009:00敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 青森選抜青森選抜青森選抜青森選抜2222 3333 　　　　　　　　3:48.383:48.383:48.383:48.38青森県青森県青森県青森県 1:54.391:54.391:54.391:54.39秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校3333 1111 　　　　　　　　3:41.443:41.443:41.443:41.44秋田県秋田県秋田県秋田県 1:47.641:47.641:47.641:47.64福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校4444 4444 　　　　　　　　3:48.953:48.953:48.953:48.95福岡県福岡県福岡県福岡県 1:52.821:52.821:52.821:52.82滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜5555 2222 　　　　　　　　3:44.153:44.153:44.153:44.15滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:49.551:49.551:49.551:49.55 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s44444444Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少男2X少男2X少男2X少男2X9:109:109:109:10敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜2222 4444 　　　　　　　　3:28.853:28.853:28.853:28.85鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:41.511:41.511:41.511:41.51館林高等学校館林高等学校館林高等学校館林高等学校3333 3333 　　　　　　　　3:27.613:27.613:27.613:27.61群馬県群馬県群馬県群馬県 1:41.221:41.221:41.221:41.22愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜4444 1111 　　　　　　　　3:23.723:23.723:23.723:23.72愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:38.581:38.581:38.581:38.58坂出商坂出商坂出商坂出商業高校業高校業高校業高校5555 2222 　　　　　　　　3:23.733:23.733:23.733:23.73香川県香川県香川県香川県 1:38.041:38.041:38.041:38.04



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月12日2013年9月12日2013年9月12日2013年9月12日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s45454545Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少男2X少男2X少男2X少男2X9:209:209:209:20敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜2222 2222 　　　　　　　　3:21.673:21.673:21.673:21.67大大大大阪阪阪阪府府府府 1:39.991:39.991:39.991:39.99山梨選抜山梨選抜山梨選抜山梨選抜3333 3333 　　　　　　　　3:22.653:22.653:22.653:22.65山梨県山梨県山梨県山梨県 1:40.411:40.411:40.411:40.41福島選抜福島選抜福島選抜福島選抜4444 1111 　　　　　　　　3:17.053:17.053:17.053:17.05福島県福島県福島県福島県 1:36.551:36.551:36.551:36.55函館水産高等学校函館水産高等学校函館水産高等学校函館水産高等学校5555 4444 　　　　　　　　3:25.503:25.503:25.503:25.50北海道北海道北海道北海道 1:40.731:40.731:40.731:40.73 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s46464646Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成女2X成女2X成女2X成女2X9:409:409:409:40予選予選予選予選 茨城選抜茨城選抜茨城選抜茨城選抜1111 5555 　　　　　　　　3:53.593:53.593:53.593:53.59茨城県茨城県茨城県茨城県 1:56.591:56.591:56.591:56.59北海道選抜北海道選抜北海道選抜北海道選抜2222 4444 　　　　　　　　3:44.583:44.583:44.583:44.58北海道北海道北海道北海道 1:53.411:53.411:53.411:53.41鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜3333 2222 　　　　　　　　3:35.083:35.083:35.083:35.08鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:47.671:47.671:47.671:47.67大分県選抜大分県選抜大分県選抜大分県選抜4444 3333 　　　　　　　　3:42.313:42.313:42.313:42.31大分県大分県大分県大分県 1:49.071:49.071:49.071:49.07みちのくコカみちのくコカみちのくコカみちのくコカ・・・・ココココーーーーララララRCRCRCRC5555 1111 　　　　　　　　3:32.653:32.653:32.653:32.65岩手県岩手県岩手県岩手県 1:46.071:46.071:46.071:46.07 晴れ晴れ晴れ晴れ北北西北北西北北西北北西0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s47474747Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成女2X成女2X成女2X成女2X9:509:509:509:50予選予選予選予選 明治明治明治明治安田生安田生安田生安田生命命命命1111 3333 　　　　　　　　3:28.803:28.803:28.803:28.80東京都東京都東京都東京都 1:45.301:45.301:45.301:45.30京都選抜京都選抜京都選抜京都選抜2222 5555 　　　　　　　　3:40.083:40.083:40.083:40.08京都府京都府京都府京都府 1:46.531:46.531:46.531:46.53熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜3333 4444 　　　　　　　　3:32.483:32.483:32.483:32.48熊本県熊本県熊本県熊本県 1:46.951:46.951:46.951:46.95関西電力関西電力関西電力関西電力小小小小浜浜浜浜4444 2222 　　　　　　　　3:26.393:26.393:26.393:26.39福井県福井県福井県福井県 1:42.691:42.691:42.691:42.69愛知選抜愛知選抜愛知選抜愛知選抜5555 1111 　　　　　　　　3:23.813:23.813:23.813:23.81愛知県愛知県愛知県愛知県 1:40.731:40.731:40.731:40.73 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s48484848Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成男1X成男1X成男1X成男1X10:0010:0010:0010:00予選予選予選予選 穴穴穴穴井 井 井 井 裕基裕基裕基裕基(大分県選抜)(大分県選抜)(大分県選抜)(大分県選抜)1111 5555 　　　　　　　　3:28.193:28.193:28.193:28.19大分県大分県大分県大分県 1:41.511:41.511:41.511:41.51山野 山野 山野 山野 剛毅剛毅剛毅剛毅(山口選抜)(山口選抜)(山口選抜)(山口選抜)2222 4444 　　　　　　　　3:27.123:27.123:27.123:27.12山口県山口県山口県山口県 1:39.691:39.691:39.691:39.69栗栗栗栗原 原 原 原 誠誠誠誠和(和(和(和(明治明治明治明治安田生安田生安田生安田生命命命命))))3333 2222 　　　　　　　　3:22.213:22.213:22.213:22.21東京都東京都東京都東京都 1:39.881:39.881:39.881:39.88坂坂坂坂口 口 口 口 慧慧慧慧(北海道選抜)(北海道選抜)(北海道選抜)(北海道選抜)4444 3333 　　　　　　　　3:22.803:22.803:22.803:22.80北海道北海道北海道北海道 1:40.221:40.221:40.221:40.22濱上濱上濱上濱上    裕裕裕裕士(関西電力美浜)士(関西電力美浜)士(関西電力美浜)士(関西電力美浜)5555 1111 　　　　　　　　3:19.703:19.703:19.703:19.70福井県福井県福井県福井県 1:38.281:38.281:38.281:38.28 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s49494949Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成男1X成男1X成男1X成男1X10:1010:1010:1010:10予選予選予選予選 奈良 和紀(千葉選抜)奈良 和紀(千葉選抜)奈良 和紀(千葉選抜)奈良 和紀(千葉選抜)1111 2222 　　　　　　　　3:18.113:18.113:18.113:18.11千葉県千葉県千葉県千葉県 1:35.591:35.591:35.591:35.59一一一一箭箭箭箭    フェルナフェルナフェルナフェルナンンンンドヒロシドヒロシドヒロシドヒロシ(長崎県(長崎県(長崎県(長崎県2222 5555 　　　　　　　　3:26.393:26.393:26.393:26.39長崎県長崎県長崎県長崎県 1:40.511:40.511:40.511:40.51南南南南條條條條 翔 翔 翔 翔也也也也(愛媛選抜)(愛媛選抜)(愛媛選抜)(愛媛選抜)3333 3333 　　　　　　　　3:23.083:23.083:23.083:23.08愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:36.831:36.831:36.831:36.83星 星 星 星 遼遼遼遼(會津磴漕会)(會津磴漕会)(會津磴漕会)(會津磴漕会)4444 4444 　　　　　　　　3:26.163:26.163:26.163:26.16福島県福島県福島県福島県 1:41.481:41.481:41.481:41.48伊伊伊伊藤 藤 藤 藤 琢磨琢磨琢磨琢磨((((静静静静岡県選抜)岡県選抜)岡県選抜)岡県選抜)5555 1111 　　　　　　　　3:15.923:15.923:15.923:15.92静静静静岡県岡県岡県岡県 1:38.151:38.151:38.151:38.15 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s50505050Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成女1X成女1X成女1X成女1X10:2010:2010:2010:20予選予選予選予選 吉吉吉吉川 川 川 川 文文文文恵(関西電力恵(関西電力恵(関西電力恵(関西電力小小小小浜)浜)浜)浜)1111 3333 　　　　　　　　3:49.213:49.213:49.213:49.21福井県福井県福井県福井県 1:52.301:52.301:52.301:52.30山中 山中 山中 山中 萌萌萌萌(愛媛選抜)(愛媛選抜)(愛媛選抜)(愛媛選抜)2222 5555 　　　　　　　　4:02.514:02.514:02.514:02.51愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:57.631:57.631:57.631:57.63須須須須山 山 山 山 珠珠珠珠愛(秋田選抜)愛(秋田選抜)愛(秋田選抜)愛(秋田選抜)3333 4444 　　　　　　　　3:58.673:58.673:58.673:58.67秋田県秋田県秋田県秋田県 1:56.731:56.731:56.731:56.73阿野 阿野 阿野 阿野 友友友友里里里里乃乃乃乃(山口選抜)(山口選抜)(山口選抜)(山口選抜)4444 2222 　　　　　　　　3:45.483:45.483:45.483:45.48山口県山口県山口県山口県 1:51.501:51.501:51.501:51.50石石石石鍋鍋鍋鍋    綾綾綾綾香(愛知選抜)香(愛知選抜)香(愛知選抜)香(愛知選抜)5555 1111 　　　　　　　　3:35.323:35.323:35.323:35.32愛知県愛知県愛知県愛知県 1:46.851:46.851:46.851:46.85 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s51515151Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成女1X成女1X成女1X成女1X10:3010:3010:3010:30予選予選予選予選 冨冨冨冨田 千愛(鳥取県選抜)田 千愛(鳥取県選抜)田 千愛(鳥取県選抜)田 千愛(鳥取県選抜)1111 3333 　　　　　　　　3:44.103:44.103:44.103:44.10鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:51.441:51.441:51.441:51.44山野 山野 山野 山野 早也早也早也早也香(和歌山県選抜)香(和歌山県選抜)香(和歌山県選抜)香(和歌山県選抜)2222 5555 　　　　　　　　3:49.843:49.843:49.843:49.84和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 1:53.031:53.031:53.031:53.03吉吉吉吉川 由川 由川 由川 由姫姫姫姫(會津磴漕会)(會津磴漕会)(會津磴漕会)(會津磴漕会)3333 4444 　　　　　　　　3:47.693:47.693:47.693:47.69福島県福島県福島県福島県 1:54.421:54.421:54.421:54.42木村 美子(栃木選抜)木村 美子(栃木選抜)木村 美子(栃木選抜)木村 美子(栃木選抜)4444 1111 　　　　　　　　3:40.293:40.293:40.293:40.29栃木県栃木県栃木県栃木県 1:48.121:48.121:48.121:48.12林 真奈美(大分県選抜)林 真奈美(大分県選抜)林 真奈美(大分県選抜)林 真奈美(大分県選抜)5555 2222 　　　　　　　　3:43.503:43.503:43.503:43.50大分県大分県大分県大分県 1:49.511:49.511:49.511:49.51 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s52525252Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成女4X+成女4X+成女4X+成女4X+11:0011:0011:0011:00予選予選予選予選 新潟選抜新潟選抜新潟選抜新潟選抜1111 3333 　　　　　　　　3:21.753:21.753:21.753:21.75新潟県新潟県新潟県新潟県 1:38.851:38.851:38.851:38.85熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜2222 2222 　　　　　　　　3:19.893:19.893:19.893:19.89熊本県熊本県熊本県熊本県 1:39.121:39.121:39.121:39.12秋田選抜秋田選抜秋田選抜秋田選抜3333 1111 　　　　　　　　3:18.693:18.693:18.693:18.69秋田県秋田県秋田県秋田県 1:37.311:37.311:37.311:37.31大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜4444 4444 　　　　　　　　3:32.523:32.523:32.523:32.52大大大大阪阪阪阪府府府府 1:44.001:44.001:44.001:44.00ＹＹＹＹ校校校校艇友艇友艇友艇友会会会会5555 5555 　　　　　　　　3:39.993:39.993:39.993:39.99神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 1:48.661:48.661:48.661:48.66 晴れ晴れ晴れ晴れ北西北西北西北西0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s53535353Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成女4X+成女4X+成女4X+成女4X+11:1011:1011:1011:10予選予選予選予選 北海道選抜北海道選抜北海道選抜北海道選抜1111 3333 　　　　　　　　3:21.793:21.793:21.793:21.79北海道北海道北海道北海道 1:40.571:40.571:40.571:40.57兵庫選抜兵庫選抜兵庫選抜兵庫選抜2222 2222 　　　　　　　　3:18.463:18.463:18.463:18.46兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 1:38.011:38.011:38.011:38.01広島選抜広島選抜広島選抜広島選抜3333 5555 　　　　　　　　3:25.853:25.853:25.853:25.85広島県広島県広島県広島県 1:42.191:42.191:42.191:42.19富山選抜富山選抜富山選抜富山選抜4444 1111 　　　　　　　　3:15.093:15.093:15.093:15.09富山県富山県富山県富山県 1:36.171:36.171:36.171:36.17埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜5555 4444 　　　　　　　　3:22.133:22.133:22.133:22.13埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:41.101:41.101:41.101:41.10 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s54545454Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成男4+成男4+成男4+成男4+11:2011:2011:2011:20予選予選予選予選 岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜1111 3333 　　　　　　　　2:56.352:56.352:56.352:56.35岡山県岡山県岡山県岡山県 1:27.981:27.981:27.981:27.98NTT東日本NTT東日本NTT東日本NTT東日本2222 1111 　　　　　　　　2:55.132:55.132:55.132:55.13東京都東京都東京都東京都 1:27.501:27.501:27.501:27.50東レ滋賀東レ滋賀東レ滋賀東レ滋賀3333 5555 　　　　　　　　2:59.642:59.642:59.642:59.64滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:29.621:29.621:29.621:29.62中部電力岐阜中部電力岐阜中部電力岐阜中部電力岐阜4444 2222 　　　　　　　　2:55.392:55.392:55.392:55.39岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:26.981:26.981:26.981:26.98青森選抜青森選抜青森選抜青森選抜5555 4444 　　　　　　　　2222::::55557777....88886666青森県青森県青森県青森県 1111::::22227777....22225555



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月12日2013年9月12日2013年9月12日2013年9月12日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s55555555Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成男4+成男4+成男4+成男4+11:3011:3011:3011:30予選予選予選予選 熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜1111 3333 　　　　　　　　3:05.423:05.423:05.423:05.42熊本県熊本県熊本県熊本県 1:32.501:32.501:32.501:32.50京都選抜京都選抜京都選抜京都選抜2222 5555 　　　　　　　　3:07.413:07.413:07.413:07.41京都府京都府京都府京都府 1:32.051:32.051:32.051:32.05千葉選抜千葉選抜千葉選抜千葉選抜3333 2222 　　　　　　　　3:03.263:03.263:03.263:03.26千葉県千葉県千葉県千葉県 1:30.961:30.961:30.961:30.96広島選抜広島選抜広島選抜広島選抜4444 4444 　　　　　　　　3:05.833:05.833:05.833:05.83広島県広島県広島県広島県 1:33.661:33.661:33.661:33.66福井選抜福井選抜福井選抜福井選抜5555 1111 　　　　　　　　2:57.072:57.072:57.072:57.07福井県福井県福井県福井県 1:27.891:27.891:27.891:27.89 無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s56565656Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組成女2X成女2X成女2X成女2X12:0012:0012:0012:00予選予選予選予選 埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜1111 4444 　　　　　　　　3:28.783:28.783:28.783:28.78埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:46.061:46.061:46.061:46.06宮城県選抜宮城県選抜宮城県選抜宮城県選抜2222 2222 　　　　　　　　3:21.583:21.583:21.583:21.58宮城県宮城県宮城県宮城県 1:40.641:40.641:40.641:40.64沖縄選抜沖縄選抜沖縄選抜沖縄選抜3333 5555 　　　　　　　　3:34.113:34.113:34.113:34.11沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 1:44.811:44.811:44.811:44.81滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜4444 1111 　　　　　　　　3:21.313:21.313:21.313:21.31滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:40.361:40.361:40.361:40.36愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜5555 3333 　　　　　　　　3:28.563:28.563:28.563:28.56愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:42.021:42.021:42.021:42.02 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s57575757Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組成男1X成男1X成男1X成男1X12:1012:1012:1012:10予選予選予選予選 今今今今井 井 井 井 祐祐祐祐樹(中部電力岐阜)樹(中部電力岐阜)樹(中部電力岐阜)樹(中部電力岐阜)1111 3333 　　　　　　　　3:10.113:10.113:10.113:10.11岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:34.381:34.381:34.381:34.38村田 村田 村田 村田 脩脩脩脩(新日鐵住金)(新日鐵住金)(新日鐵住金)(新日鐵住金)2222 5555 　　　　　　　　3:25.363:25.363:25.363:25.36茨城県茨城県茨城県茨城県 1:39.691:39.691:39.691:39.69長田 長田 長田 長田 敦敦敦敦(石川)(石川)(石川)(石川)3333 1111 　　　　　　　　3:09.023:09.023:09.023:09.02石川県石川県石川県石川県 1:33.321:33.321:33.321:33.32夜夜夜夜久 智広(東レ滋賀)久 智広(東レ滋賀)久 智広(東レ滋賀)久 智広(東レ滋賀)4444 2222 　　　　　　　　3:09.863:09.863:09.863:09.86滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:33.521:33.521:33.521:33.52阿部 阿部 阿部 阿部 聖聖聖聖((((仙台仙台仙台仙台大学)大学)大学)大学)5555 4444 　　　　　　　　3:18.093:18.093:18.093:18.09宮城県宮城県宮城県宮城県 1:36.871:36.871:36.871:36.87 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s58585858Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組成男1X成男1X成男1X成男1X12:2012:2012:2012:20予選予選予選予選 工藤 工藤 工藤 工藤 武尊武尊武尊武尊(熊本選抜)(熊本選抜)(熊本選抜)(熊本選抜)1111 5555 　　　　　　　　3:27.333:27.333:27.333:27.33熊本県熊本県熊本県熊本県 1:40.771:40.771:40.771:40.77田中 大田中 大田中 大田中 大誠誠誠誠(和歌山県選抜)(和歌山県選抜)(和歌山県選抜)(和歌山県選抜)2222 4444 　　　　　　　　3:21.443:21.443:21.443:21.44和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 1:36.841:36.841:36.841:36.84池口 池口 池口 池口 開開開開(鳥取県選抜)(鳥取県選抜)(鳥取県選抜)(鳥取県選抜)3333 2222 　　　　　　　　3:16.273:16.273:16.273:16.27鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:37.531:37.531:37.531:37.53佐藤 翔(佐藤 翔(佐藤 翔(佐藤 翔(みちのくコカみちのくコカみちのくコカみちのくコカ・・・・ココココーーーーララララRCRCRCRC4444 1111 　　　　　　　　3:16.023:16.023:16.023:16.02岩手県岩手県岩手県岩手県 1:35.311:35.311:35.311:35.31新藤 新藤 新藤 新藤 耕平耕平耕平耕平(北陵RC)(北陵RC)(北陵RC)(北陵RC)5555 3333 　　　　　　　　3:16.813:16.813:16.813:16.81山梨県山梨県山梨県山梨県 1:36.141:36.141:36.141:36.14 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s59595959Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組成女1X成女1X成女1X成女1X12:3012:3012:3012:30予選予選予選予選 佐藤 真佐藤 真佐藤 真佐藤 真弥弥弥弥(宮城県選抜)(宮城県選抜)(宮城県選抜)(宮城県選抜)1111 3333 　　　　　　　　3:43.063:43.063:43.063:43.06宮城県宮城県宮城県宮城県 1:50.961:50.961:50.961:50.96新里 新里 新里 新里 杏菜杏菜杏菜杏菜(沖縄選抜)(沖縄選抜)(沖縄選抜)(沖縄選抜)2222 2222 　　　　　　　　3:42.443:42.443:42.443:42.44沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 1:48.661:48.661:48.661:48.66首首首首藤 多佳子(藤 多佳子(藤 多佳子(藤 多佳子(明治明治明治明治安田生安田生安田生安田生命命命命))))3333 1111 　　　　　　　　3:39.283:39.283:39.283:39.28東京都東京都東京都東京都 1:49.081:49.081:49.081:49.08西分 西分 西分 西分 英英英英里里里里菜菜菜菜(大(大(大(大阪阪阪阪選抜)選抜)選抜)選抜)4444 4444 　　　　　　　　3:55.313:55.313:55.313:55.31大大大大阪阪阪阪府府府府 1:52.601:52.601:52.601:52.60西西西西方方方方    笙笙笙笙子(新潟選抜)子(新潟選抜)子(新潟選抜)子(新潟選抜)5555 5555 　　　　　　　　4:00.254:00.254:00.254:00.25新潟県新潟県新潟県新潟県 1:57.821:57.821:57.821:57.82 晴れ晴れ晴れ晴れ北北西北北西北北西北北西0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s60606060Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組成女1X成女1X成女1X成女1X12:4012:4012:4012:40予選予選予選予選 有有有有山 山 山 山 裕裕裕裕美子(埼玉選抜)美子(埼玉選抜)美子(埼玉選抜)美子(埼玉選抜)1111 1111 　　　　　　　　3:43.343:43.343:43.343:43.34埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:50.331:50.331:50.331:50.33元元元元村 沙村 沙村 沙村 沙貴貴貴貴(熊本選抜)(熊本選抜)(熊本選抜)(熊本選抜)2222 3333 　　　　　　　　3:46.253:46.253:46.253:46.25熊本県熊本県熊本県熊本県 1:50.611:50.611:50.611:50.61小小小小谷 谷 谷 谷 尚尚尚尚子(子(子(子(みちのくコカみちのくコカみちのくコカみちのくコカ・・・・ココココーーーーララララ3333 2222 　　　　　　　　3:45.913:45.913:45.913:45.91岩手県岩手県岩手県岩手県 1:53.451:53.451:53.451:53.45奥奥奥奥村 奈村 奈村 奈村 奈々々々々(滋賀選抜)(滋賀選抜)(滋賀選抜)(滋賀選抜)4444 4444 　　　　　　　　3:48.893:48.893:48.893:48.89滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:53.201:53.201:53.201:53.20斉斉斉斉藤 希(北海道選抜)藤 希(北海道選抜)藤 希(北海道選抜)藤 希(北海道選抜)5555 5555 　　　　　　　　3:54.823:54.823:54.823:54.82北海道北海道北海道北海道 1:56.761:56.761:56.761:56.76 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s61616161Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組成女4X+成女4X+成女4X+成女4X+13:1013:1013:1013:10予選予選予選予選 大大大大垣共垣共垣共垣共立立立立銀行銀行銀行銀行1111 2222 　　　　　　　　3:30.163:30.163:30.163:30.16岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:42.671:42.671:42.671:42.67山口選抜山口選抜山口選抜山口選抜2222 4444 　　　　　　　　3:45.643:45.643:45.643:45.64山口県山口県山口県山口県 1:45.401:45.401:45.401:45.40佐賀県選抜佐賀県選抜佐賀県選抜佐賀県選抜3333 3333 　　　　　　　　3:43.473:43.473:43.473:43.47佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 1:43.911:43.911:43.911:43.91明治明治明治明治安田生安田生安田生安田生命命命命4444 1111 　　　　　　　　3:23.533:23.533:23.533:23.53東京都東京都東京都東京都 1:40.671:40.671:40.671:40.67関西電力関西電力関西電力関西電力小小小小浜浜浜浜5555 5555 　　　　　　　　3:45.843:45.843:45.843:45.84福井県福井県福井県福井県 1:47.011:47.011:47.011:47.01 晴れ晴れ晴れ晴れ南南東南南東南南東南南東0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s62626262Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組成女4X+成女4X+成女4X+成女4X+13:2013:2013:2013:20予選予選予選予選 滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜1111 2222 　　　　　　　　3:35.993:35.993:35.993:35.99滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:46.051:46.051:46.051:46.05山梨選抜山梨選抜山梨選抜山梨選抜2222 5555 　　　　　　　　4:15.914:15.914:15.914:15.91山梨県山梨県山梨県山梨県 2:03.082:03.082:03.082:03.08岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜3333 4444 　　　　　　　　3:38.393:38.393:38.393:38.39岡山県岡山県岡山県岡山県 1:46.451:46.451:46.451:46.45長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜4444 1111 　　　　　　　　3:31.683:31.683:31.683:31.68長崎県長崎県長崎県長崎県 1:43.721:43.721:43.721:43.72愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜5555 3333 　　　　　　　　3:37.123:37.123:37.123:37.12愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:50.081:50.081:50.081:50.08 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s63636363Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組成男4+成男4+成男4+成男4+13:3013:3013:3013:30予選予選予選予選 みちのくコカみちのくコカみちのくコカみちのくコカ・・・・ココココーーーーララララRCRCRCRC1111 5555 　　　　　　　　3:33.363:33.363:33.363:33.36岩手県岩手県岩手県岩手県 1:46.011:46.011:46.011:46.01大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜2222 2222 　　　　　　　　3:11.663:11.663:11.663:11.66大大大大阪阪阪阪府府府府 1:34.781:34.781:34.781:34.78大分県選抜大分県選抜大分県選抜大分県選抜3333 1111 　　　　　　　　3:10.423:10.423:10.423:10.42大分県大分県大分県大分県 1:34.391:34.391:34.391:34.39新日鐵住金新日鐵住金新日鐵住金新日鐵住金4444 4444 　　　　　　　　3:12.303:12.303:12.303:12.30茨城県茨城県茨城県茨城県 1:36.681:36.681:36.681:36.68愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜5555 3333 　　　　　　　　3:11.953:11.953:11.953:11.95愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:37.591:37.591:37.591:37.59 晴れ晴れ晴れ晴れ南南西南南西南南西南南西0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s64646464ＤＤＤＤ組組組組成男4+成男4+成男4+成男4+13:4013:4013:4013:40予選予選予選予選 戸戸戸戸田中田中田中田中央総合病院央総合病院央総合病院央総合病院RCRCRCRC1111 1111 　　　　　　　　3:07.073:07.073:07.073:07.07埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:33.511:33.511:33.511:33.51北海道選抜北海道選抜北海道選抜北海道選抜2222 2222 　　　　　　　　3:08.013:08.013:08.013:08.01北海道北海道北海道北海道 1:33.671:33.671:33.671:33.67中部電力中部電力中部電力中部電力（（（（愛知愛知愛知愛知））））3333 4444 　　　　　　　　3:08.573:08.573:08.573:08.57愛知県愛知県愛知県愛知県 1:34.611:34.611:34.611:34.61長野選抜長野選抜長野選抜長野選抜4444 3333 　　　　　　　　3:08.393:08.393:08.393:08.39長野県長野県長野県長野県 1:34.121:34.121:34.121:34.12佐佐佐佐賀賀賀賀県県県県選選選選抜抜抜抜5555 5555 　　　　　　　　3333::::11116666....99993333佐佐佐佐賀賀賀賀県県県県 1111::::33338888....00008888



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月13日2013年9月13日2013年9月13日2013年9月13日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s65656565Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少男2X少男2X少男2X少男2X7:307:307:307:30準決準決準決準決 唐唐唐唐津津津津ジュニジュニジュニジュニアRCアRCアRCアRC2222 3333 　　　　　　　　3:42.173:42.173:42.173:42.17佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 1:46.401:46.401:46.401:46.40東京選抜東京選抜東京選抜東京選抜3333 1111 　　　　　　　　3:30.303:30.303:30.303:30.30東京都東京都東京都東京都 1:43.691:43.691:43.691:43.69熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜4444 2222 　　　　　　　　3:34.293:34.293:34.293:34.29熊本県熊本県熊本県熊本県 1:44.891:44.891:44.891:44.89大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜5555 4444 　　　　　　　　3:48.913:48.913:48.913:48.91大大大大阪阪阪阪府府府府 1:49.831:49.831:49.831:49.83 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s66666666Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少男2X少男2X少男2X少男2X7:407:407:407:40準決準決準決準決 大分県選抜大分県選抜大分県選抜大分県選抜2222 3333 　　　　　　　　3:38.783:38.783:38.783:38.78大分県大分県大分県大分県 1:43.831:43.831:43.831:43.83滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜3333 1111 　　　　　　　　3:29.823:29.823:29.823:29.82滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:41.241:41.241:41.241:41.24静静静静岡県選抜岡県選抜岡県選抜岡県選抜4444 2222 　　　　　　　　3:33.533:33.533:33.533:33.53静静静静岡県岡県岡県岡県 1:43.581:43.581:43.581:43.58坂出商坂出商坂出商坂出商業高校業高校業高校業高校5555 4444 　　　　　　　　3:44.003:44.003:44.003:44.00香川県香川県香川県香川県 1:49.631:49.631:49.631:49.63 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s67676767Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組少男2X少男2X少男2X少男2X7:507:507:507:50準決準決準決準決 新潟選抜新潟選抜新潟選抜新潟選抜2222 4444 　　　　　　　　3:42.633:42.633:42.633:42.63新潟県新潟県新潟県新潟県 1:47.391:47.391:47.391:47.39岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜3333 1111 　　　　　　　　3:35.873:35.873:35.873:35.87岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:45.051:45.051:45.051:45.05岩手選抜岩手選抜岩手選抜岩手選抜4444 3333 　　　　　　　　3:37.813:37.813:37.813:37.81岩手県岩手県岩手県岩手県 1:47.141:47.141:47.141:47.14愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜5555 2222 　　　　　　　　3:36.233:36.233:36.233:36.23愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:45.671:45.671:45.671:45.67 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s68686868Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組少男2X少男2X少男2X少男2X8:008:008:008:00準決準決準決準決 鹿児島選抜鹿児島選抜鹿児島選抜鹿児島選抜2222 4444 　　　　　　　　3:44.503:44.503:44.503:44.50鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 1:47.771:47.771:47.771:47.77福井選抜福井選抜福井選抜福井選抜3333 1111 　　　　　　　　3:31.453:31.453:31.453:31.45福井県福井県福井県福井県 1:43.021:43.021:43.021:43.02岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜4444 2222 　　　　　　　　3:38.383:38.383:38.383:38.38岡山県岡山県岡山県岡山県 1:43.941:43.941:43.941:43.94福島選抜福島選抜福島選抜福島選抜5555 3333 　　　　　　　　3:39.553:39.553:39.553:39.55福島県福島県福島県福島県 1:45.031:45.031:45.031:45.03 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s69696969Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少男1X少男1X少男1X少男1X8:108:108:108:10準決準決準決準決 臼井 安典(福井選抜)臼井 安典(福井選抜)臼井 安典(福井選抜)臼井 安典(福井選抜)2222 2222 　　　　　　　　3:58.623:58.623:58.623:58.62福井県福井県福井県福井県 1:54.421:54.421:54.421:54.42福井 康(兵庫選抜)福井 康(兵庫選抜)福井 康(兵庫選抜)福井 康(兵庫選抜)3333 1111 　　　　　　　　3:45.903:45.903:45.903:45.90兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 1:49.161:49.161:49.161:49.16目片目片目片目片 康 康 康 康介介介介(滋賀選抜)(滋賀選抜)(滋賀選抜)(滋賀選抜)4444 4444 　　　　　　　　4:05.374:05.374:05.374:05.37滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:58.241:58.241:58.241:58.24鈴木 竣(津久井高等学校)鈴木 竣(津久井高等学校)鈴木 竣(津久井高等学校)鈴木 竣(津久井高等学校)5555 3333 　　　　　　　　4:02.204:02.204:02.204:02.20神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 1:58.881:58.881:58.881:58.88 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s70707070Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少男1X少男1X少男1X少男1X8:208:208:208:20準決準決準決準決 蓮池 泰成(宮島工業高等学校)蓮池 泰成(宮島工業高等学校)蓮池 泰成(宮島工業高等学校)蓮池 泰成(宮島工業高等学校)2222 2222 　　　　　　　　3:57.023:57.023:57.023:57.02広島県広島県広島県広島県 1:52.491:52.491:52.491:52.49湊 智成(岡山選抜)湊 智成(岡山選抜)湊 智成(岡山選抜)湊 智成(岡山選抜)3333 4444 　　　　　　　　4:01.874:01.874:01.874:01.87岡山県岡山県岡山県岡山県 1:56.481:56.481:56.481:56.48山根 慶大(岩手選抜)山根 慶大(岩手選抜)山根 慶大(岩手選抜)山根 慶大(岩手選抜)4444 1111 　　　　　　　　3:52.423:52.423:52.423:52.42岩手県岩手県岩手県岩手県 1:52.781:52.781:52.781:52.78島田 滉大(江津工業高校)島田 滉大(江津工業高校)島田 滉大(江津工業高校)島田 滉大(江津工業高校)5555 3333 　　　　　　　　3:59.933:59.933:59.933:59.93島根県島根県島根県島根県 1:54.411:54.411:54.411:54.41 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s71717171Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少女1X少女1X少女1X少女1X8:308:308:308:30準決準決準決準決 喜多 彩香(東京選抜)喜多 彩香(東京選抜)喜多 彩香(東京選抜)喜多 彩香(東京選抜)2222 3333 　　　　　　　　4:27.404:27.404:27.404:27.40東京都東京都東京都東京都 2:10.382:10.382:10.382:10.38木下 美奈(富士河口湖高等学校)木下 美奈(富士河口湖高等学校)木下 美奈(富士河口湖高等学校)木下 美奈(富士河口湖高等学校)3333 1111 　　　　　　　　4:16.944:16.944:16.944:16.94山梨県山梨県山梨県山梨県 2:02.242:02.242:02.242:02.24川川川川合合合合    瞳瞳瞳瞳(兵庫選抜)(兵庫選抜)(兵庫選抜)(兵庫選抜)4444 2222 　　　　　　　　4:24.584:24.584:24.584:24.58兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 2:05.792:05.792:05.792:05.79川川川川﨑﨑﨑﨑    あかりあかりあかりあかり(埼玉選抜)(埼玉選抜)(埼玉選抜)(埼玉選抜)5555 4444 　　　　　　　　4:33.724:33.724:33.724:33.72埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 2:12.772:12.772:12.772:12.77 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s72727272Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少女1X少女1X少女1X少女1X8:408:408:408:40準決準決準決準決 福井 美紀(福井 美紀(福井 美紀(福井 美紀(坂出商坂出商坂出商坂出商業高校)業高校)業高校)業高校)2222 3333 　　　　　　　　4:32.104:32.104:32.104:32.10香川県香川県香川県香川県 2:09.162:09.162:09.162:09.16木野田 沙帆子(青森選抜)木野田 沙帆子(青森選抜)木野田 沙帆子(青森選抜)木野田 沙帆子(青森選抜)3333 1111 　　　　　　　　4:17.264:17.264:17.264:17.26青森県青森県青森県青森県 2:04.732:04.732:04.732:04.73佐佐佐佐々々々々木 木 木 木 幸幸幸幸(福島選抜)(福島選抜)(福島選抜)(福島選抜)4444 2222 　　　　　　　　4:18.634:18.634:18.634:18.63福島県福島県福島県福島県 2:06.922:06.922:06.922:06.92鈴木 成美(石狩翔陽高等学校)鈴木 成美(石狩翔陽高等学校)鈴木 成美(石狩翔陽高等学校)鈴木 成美(石狩翔陽高等学校)5555 4444 　　　　　　　　4:33.304:33.304:33.304:33.30北海道北海道北海道北海道 2:12.832:12.832:12.832:12.83 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s73737373Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少男4X+少男4X+少男4X+少男4X+8:508:508:508:50準決準決準決準決 田名部高等学校田名部高等学校田名部高等学校田名部高等学校2222 3333 　　　　　　　　3:29.213:29.213:29.213:29.21青森県青森県青森県青森県 1:43.001:43.001:43.001:43.00岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜3333 2222 　　　　　　　　3:25.353:25.353:25.353:25.35岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:40.821:40.821:40.821:40.82富山選抜富山選抜富山選抜富山選抜4444 1111 　　　　　　　　3:20.883:20.883:20.883:20.88富山県富山県富山県富山県 1:37.811:37.811:37.811:37.81福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校福岡県立東筑高等学校5555 4444 　　　　　　　　3:31.213:31.213:31.213:31.21福岡県福岡県福岡県福岡県 1:43.741:43.741:43.741:43.74 晴れ晴れ晴れ晴れ西西西西0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s74747474Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少男4X+少男4X+少男4X+少男4X+9:009:009:009:00準決準決準決準決 福井選抜福井選抜福井選抜福井選抜2222 1111 　　　　　　　　3:20.063:20.063:20.063:20.06福井県福井県福井県福井県 1:37.031:37.031:37.031:37.03埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜3333 4444 　　　　　　　　3:28.603:28.603:28.603:28.60埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:41.831:41.831:41.831:41.83愛知選抜愛知選抜愛知選抜愛知選抜4444 2222 　　　　　　　　3:23.103:23.103:23.103:23.10愛知県愛知県愛知県愛知県 1:39.571:39.571:39.571:39.57愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜5555 3333 　　　　　　　　3:23.473:23.473:23.473:23.47愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:39.801:39.801:39.801:39.80 晴れ晴れ晴れ晴れ西北西西北西西北西西北西1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s75757575Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少女4X+少女4X+少女4X+少女4X+9:109:109:109:10準決準決準決準決 東京選抜東京選抜東京選抜東京選抜2222 2222 　　　　　　　　3:55.813:55.813:55.813:55.81東京都東京都東京都東京都 1:55.811:55.811:55.811:55.81福井選抜福井選抜福井選抜福井選抜3333 1111 　　　　　　　　3:50.503:50.503:50.503:50.50福井県福井県福井県福井県 1:52.661:52.661:52.661:52.66松江東高校松江東高校松江東高校松江東高校4444 4444 　　　　　　　　4:05.004:05.004:05.004:05.00島根県島根県島根県島根県 1:59.481:59.481:59.481:59.48滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜5555 3333 　　　　　　　　3:56.153:56.153:56.153:56.15滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:57.461:57.461:57.461:57.46



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月13日2013年9月13日2013年9月13日2013年9月13日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 晴れ晴れ晴れ晴れ北西北西北西北西1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s76767676Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少女4X+少女4X+少女4X+少女4X+9:209:209:209:20準決準決準決準決 熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜2222 3333 　　　　　　　　3:54.843:54.843:54.843:54.84熊本県熊本県熊本県熊本県 1:56.211:56.211:56.211:56.21京都選抜京都選抜京都選抜京都選抜3333 2222 　　　　　　　　3:54.523:54.523:54.523:54.52京都府京都府京都府京都府 1:56.431:56.431:56.431:56.43愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜4444 1111 　　　　　　　　3:50.413:50.413:50.413:50.41愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:52.671:52.671:52.671:52.67岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜5555 4444 　　　　　　　　4:00.414:00.414:00.414:00.41岡山県岡山県岡山県岡山県 2:00.112:00.112:00.112:00.11 晴れ晴れ晴れ晴れ北西北西北西北西1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s77777777Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成男2X成男2X成男2X成男2X9:409:409:409:40敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 宮崎RC宮崎RC宮崎RC宮崎RC2222 2222 　　　　　　　　3:49.173:49.173:49.173:49.17宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 1:53.571:53.571:53.571:53.57山形選抜山形選抜山形選抜山形選抜3333 3333 　　　　　　　　3:54.353:54.353:54.353:54.35山形県山形県山形県山形県 1:54.701:54.701:54.701:54.70新潟選抜新潟選抜新潟選抜新潟選抜4444 1111 　　　　　　　　3:33.563:33.563:33.563:33.56新潟県新潟県新潟県新潟県 1:44.761:44.761:44.761:44.76徳島県選抜徳島県選抜徳島県選抜徳島県選抜5555 4444 　　　　　　　　4:46.784:46.784:46.784:46.78徳島県徳島県徳島県徳島県 2:17.462:17.462:17.462:17.46 晴れ晴れ晴れ晴れ北西北西北西北西1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s78787878Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成男2X成男2X成男2X成男2X9:509:509:509:50敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 島根選抜島根選抜島根選抜島根選抜2222 3333 　　　　　　　　3:44.893:44.893:44.893:44.89島根県島根県島根県島根県 1:47.111:47.111:47.111:47.11アイリスオーヤマ㈱アイリスオーヤマ㈱アイリスオーヤマ㈱アイリスオーヤマ㈱3333 1111 　　　　　　　　3:19.523:19.523:19.523:19.52宮城県宮城県宮城県宮城県 1:33.771:33.771:33.771:33.77NTT東日本NTT東日本NTT東日本NTT東日本4444 2222 　　　　　　　　3:25.623:25.623:25.623:25.62東京都東京都東京都東京都 1:38.021:38.021:38.021:38.02沖縄選抜沖縄選抜沖縄選抜沖縄選抜5555 4444 　　　　　　　　4:05.424:05.424:05.424:05.42沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 1:56.831:56.831:56.831:56.83 晴れ晴れ晴れ晴れ北西北西北西北西1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s79797979Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組成男2X成男2X成男2X成男2X10:0010:0010:0010:00敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 秋田選抜秋田選抜秋田選抜秋田選抜2222 2222 　　　　　　　　3:30.093:30.093:30.093:30.09秋田県秋田県秋田県秋田県 1:44.171:44.171:44.171:44.17関西電力美浜関西電力美浜関西電力美浜関西電力美浜3333 1111 　　　　　　　　3:24.943:24.943:24.943:24.94福井県福井県福井県福井県 1:42.351:42.351:42.351:42.35大分県選抜大分県選抜大分県選抜大分県選抜4444 4444 　　　　　　　　3:40.693:40.693:40.693:40.69大分県大分県大分県大分県 1:47.151:47.151:47.151:47.15會津磴漕会會津磴漕会會津磴漕会會津磴漕会5555 3333 　　　　　　　　3:37.213:37.213:37.213:37.21福島県福島県福島県福島県 1:47.651:47.651:47.651:47.65 晴れ晴れ晴れ晴れ北北北北1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s80808080Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組成男2X成男2X成男2X成男2X10:1010:1010:1010:10敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 千葉選抜千葉選抜千葉選抜千葉選抜2222 3333 　　　　　　　　3:38.033:38.033:38.033:38.03千葉県千葉県千葉県千葉県 1:46.341:46.341:46.341:46.34富山選抜富山選抜富山選抜富山選抜3333 1111 　　　　　　　　3:29.163:29.163:29.163:29.16富山県富山県富山県富山県 1:43.161:43.161:43.161:43.16青森選抜青森選抜青森選抜青森選抜4444 4444 　　　　　　　　3:39.153:39.153:39.153:39.15青森県青森県青森県青森県 1:47.561:47.561:47.561:47.56栃木選抜栃木選抜栃木選抜栃木選抜5555 2222 　　　　　　　　3:36.253:36.253:36.253:36.25栃木県栃木県栃木県栃木県 1:45.441:45.441:45.441:45.44 晴れ晴れ晴れ晴れ北西北西北西北西1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s81818181Ｅ組Ｅ組Ｅ組Ｅ組成男2X成男2X成男2X成男2X10:2010:2010:2010:20敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 みちのくコカみちのくコカみちのくコカみちのくコカ・・・・ココココーーーーララララRCRCRCRC2222 3333 　　　　　　　　3:28.633:28.633:28.633:28.63岩手県岩手県岩手県岩手県 1:41.441:41.441:41.441:41.44大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜3333 4444 　　　　　　　　3:31.553:31.553:31.553:31.55大大大大阪阪阪阪府府府府 1:43.281:43.281:43.281:43.28福岡県選抜福岡県選抜福岡県選抜福岡県選抜4444 1111 　　　　　　　　3:26.053:26.053:26.053:26.05福岡県福岡県福岡県福岡県 1:43.101:43.101:43.101:43.10三重選抜三重選抜三重選抜三重選抜5555 2222 　　　　　　　　3:28.223:28.223:28.223:28.22三重県三重県三重県三重県 1:41.771:41.771:41.771:41.77 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s82828282Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組少男1X少男1X少男1X少男1X10:3010:3010:3010:30準決準決準決準決 中島 希世紀(長崎県選抜)中島 希世紀(長崎県選抜)中島 希世紀(長崎県選抜)中島 希世紀(長崎県選抜)2222 3333 　　　　　　　　3:43.833:43.833:43.833:43.83長崎県長崎県長崎県長崎県 1:49.911:49.911:49.911:49.91内田 内田 内田 内田 達達達達大(大(大(大(吉吉吉吉田高等学校)田高等学校)田高等学校)田高等学校)3333 1111 　　　　　　　　3:40.373:40.373:40.373:40.37山梨県山梨県山梨県山梨県 1:47.101:47.101:47.101:47.10津留 恒星(熊本選抜)津留 恒星(熊本選抜)津留 恒星(熊本選抜)津留 恒星(熊本選抜)4444 4444 　　　　　　　　3:50.943:50.943:50.943:50.94熊本県熊本県熊本県熊本県 1:50.801:50.801:50.801:50.80御手洗 航(愛媛選抜)御手洗 航(愛媛選抜)御手洗 航(愛媛選抜)御手洗 航(愛媛選抜)5555 2222 　　　　　　　　3:42.873:42.873:42.873:42.87愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:52.361:52.361:52.361:52.36 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s83838383Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組少男1X少男1X少男1X少男1X10:4010:4010:4010:40準決準決準決準決 河津 蒼摩(大分県選抜)河津 蒼摩(大分県選抜)河津 蒼摩(大分県選抜)河津 蒼摩(大分県選抜)2222 2222 　　　　　　　　3:52.823:52.823:52.823:52.82大分県大分県大分県大分県 1:51.861:51.861:51.861:51.86古田 直輝(鳥取県選抜)古田 直輝(鳥取県選抜)古田 直輝(鳥取県選抜)古田 直輝(鳥取県選抜)3333 1111 　　　　　　　　3:47.783:47.783:47.783:47.78鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:46.461:46.461:46.461:46.46石井 勇輔(愛知選抜)石井 勇輔(愛知選抜)石井 勇輔(愛知選抜)石井 勇輔(愛知選抜)4444 4444 　　　　　　　　4:02.174:02.174:02.174:02.17愛知県愛知県愛知県愛知県 1:57.401:57.401:57.401:57.40阿部 宗一郎(新潟選抜)阿部 宗一郎(新潟選抜)阿部 宗一郎(新潟選抜)阿部 宗一郎(新潟選抜)5555 3333 　　　　　　　　3:54.133:54.133:54.133:54.13新潟県新潟県新潟県新潟県 1:53.551:53.551:53.551:53.55 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東0.25 m/s0.25 m/s0.25 m/s0.25 m/s84848484Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組少女1X少女1X少女1X少女1X10:5010:5010:5010:50準決準決準決準決 青野 青野 青野 青野 有有有有希(希(希(希(静静静静岡県選抜)岡県選抜)岡県選抜)岡県選抜)2222 2222 　　　　　　　　4:19.124:19.124:19.124:19.12静静静静岡県岡県岡県岡県 2:13.912:13.912:13.912:13.91石石石石上上上上    璃璃璃璃奈(長野選抜)奈(長野選抜)奈(長野選抜)奈(長野選抜)3333 1111 　　　　　　　　4:13.914:13.914:13.914:13.91長野県長野県長野県長野県 2:06.922:06.922:06.922:06.92廣澤 稀梨華(愛媛選抜)廣澤 稀梨華(愛媛選抜)廣澤 稀梨華(愛媛選抜)廣澤 稀梨華(愛媛選抜)4444 3333 　　　　　　　　4:20.974:20.974:20.974:20.97愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 2:10.422:10.422:10.422:10.42川村 由樹(大分県選抜)川村 由樹(大分県選抜)川村 由樹(大分県選抜)川村 由樹(大分県選抜)5555 4444 　　　　　　　　4:29.944:29.944:29.944:29.94大分県大分県大分県大分県 2:13.662:13.662:13.662:13.66 晴れ晴れ晴れ晴れ東南東東南東東南東東南東2.50 m/s2.50 m/s2.50 m/s2.50 m/s85858585Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組少女1X少女1X少女1X少女1X11:0011:0011:0011:00準決準決準決準決 中谷 理紗(大津緑洋高校)中谷 理紗(大津緑洋高校)中谷 理紗(大津緑洋高校)中谷 理紗(大津緑洋高校)2222 4444 　　　　　　　　4:29.734:29.734:29.734:29.73山口県山口県山口県山口県 2:14.562:14.562:14.562:14.56土土土土佐 真佐 真佐 真佐 真歩歩歩歩((((横横横横浜浜浜浜商商商商業高等学校)業高等学校)業高等学校)業高等学校)3333 1111 　　　　　　　　4:12.264:12.264:12.264:12.26神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 2:03.422:03.422:03.422:03.42松村 美音(熊本選抜)松村 美音(熊本選抜)松村 美音(熊本選抜)松村 美音(熊本選抜)4444 3333 　　　　　　　　4:29.514:29.514:29.514:29.51熊本県熊本県熊本県熊本県 2:06.082:06.082:06.082:06.08林原 悠(鳥取県選抜)林原 悠(鳥取県選抜)林原 悠(鳥取県選抜)林原 悠(鳥取県選抜)5555 2222 　　　　　　　　4:15.854:15.854:15.854:15.85鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 2:06.592:06.592:06.592:06.59 晴れ晴れ晴れ晴れ東南東東南東東南東東南東1.25 m/s1.25 m/s1.25 m/s1.25 m/s86868686Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組少男4X+少男4X+少男4X+少男4X+11:1011:1011:1011:10準決準決準決準決 京都選抜京都選抜京都選抜京都選抜2222 3333 　　　　　　　　3:17.923:17.923:17.923:17.92京都府京都府京都府京都府 1:39.101:39.101:39.101:39.10大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜3333 1111 　　　　　　　　3:15.943:15.943:15.943:15.94大大大大阪阪阪阪府府府府 1:38.551:38.551:38.551:38.55岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜4444 2222 　　　　　　　　3:16.933:16.933:16.933:16.93岡山県岡山県岡山県岡山県 1:38.101:38.101:38.101:38.10秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校5555 4444 　　　　　　　　3:26.873:26.873:26.873:26.87秋田県秋田県秋田県秋田県 1:42.131:42.131:42.131:42.13



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月13日2013年9月13日2013年9月13日2013年9月13日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s87878787Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組少男4X+少男4X+少男4X+少男4X+11:2011:2011:2011:20準決準決準決準決 潮来潮来潮来潮来高等学校高等学校高等学校高等学校2222 3333 　　　　　　　　3:25.953:25.953:25.953:25.95茨城県茨城県茨城県茨城県 1:40.331:40.331:40.331:40.33東京選抜東京選抜東京選抜東京選抜3333 1111 　　　　　　　　3:18.153:18.153:18.153:18.15東京都東京都東京都東京都 1:38.181:38.181:38.181:38.18慶應義塾高等学校慶應義塾高等学校慶應義塾高等学校慶應義塾高等学校4444 4444 　　　　　　　　3:26.363:26.363:26.363:26.36神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 1:40.711:40.711:40.711:40.71島根選抜島根選抜島根選抜島根選抜5555 2222 　　　　　　　　3:21.423:21.423:21.423:21.42島根県島根県島根県島根県 1:38.761:38.761:38.761:38.76 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s88888888Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組少女4X+少女4X+少女4X+少女4X+11:3011:3011:3011:30準決準決準決準決 宮城県選抜宮城県選抜宮城県選抜宮城県選抜2222 4444 　　　　　　　　3:51.903:51.903:51.903:51.90宮城県宮城県宮城県宮城県 1:55.101:55.101:55.101:55.10岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜3333 1111 　　　　　　　　3:36.873:36.873:36.873:36.87岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:48.161:48.161:48.161:48.16富山選抜富山選抜富山選抜富山選抜4444 2222 　　　　　　　　3:41.453:41.453:41.453:41.45富山県富山県富山県富山県 1:50.911:50.911:50.911:50.91秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校秋田県立本荘高等学校5555 3333 　　　　　　　　3:41.863:41.863:41.863:41.86秋田県秋田県秋田県秋田県 1:51.171:51.171:51.171:51.17 晴れ晴れ晴れ晴れ南南南南0.25 m/s0.25 m/s0.25 m/s0.25 m/s89898989Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組少女4X+少女4X+少女4X+少女4X+11:4011:4011:4011:40準決準決準決準決 山梨選抜山梨選抜山梨選抜山梨選抜2222 4444 　　　　　　　　4:00.384:00.384:00.384:00.38山梨県山梨県山梨県山梨県 1:59.601:59.601:59.601:59.60愛知選抜愛知選抜愛知選抜愛知選抜3333 1111 　　　　　　　　3:39.003:39.003:39.003:39.00愛知県愛知県愛知県愛知県 1:47.501:47.501:47.501:47.50長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜4444 2222 　　　　　　　　3:43.683:43.683:43.683:43.68長崎県長崎県長崎県長崎県 1:50.351:50.351:50.351:50.35埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜5555 3333 　　　　　　　　3:46.703:46.703:46.703:46.70埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:52.051:52.051:52.051:52.05 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s90909090Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成女2X成女2X成女2X成女2X11:5011:5011:5011:50敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 茨城選抜茨城選抜茨城選抜茨城選抜1111 5555 　　　　　　　　4:14.534:14.534:14.534:14.53茨城県茨城県茨城県茨城県 2:03.992:03.992:03.992:03.99熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜2222 2222 　　　　　　　　3:52.863:52.863:52.863:52.86熊本県熊本県熊本県熊本県 1:54.491:54.491:54.491:54.49明治明治明治明治安田生安田生安田生安田生命命命命3333 1111 　　　　　　　　3:47.553:47.553:47.553:47.55東京都東京都東京都東京都 1:52.181:52.181:52.181:52.18埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜4444 4444 　　　　　　　　3:58.063:58.063:58.063:58.06埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:58.341:58.341:58.341:58.34京都選抜京都選抜京都選抜京都選抜5555 3333 　　　　　　　　3:56.843:56.843:56.843:56.84京都府京都府京都府京都府 1:55.561:55.561:55.561:55.56 晴れ晴れ晴れ晴れ東南東東南東東南東東南東0.25 m/s0.25 m/s0.25 m/s0.25 m/s91919191Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成女2X成女2X成女2X成女2X12:0012:0012:0012:00敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 北海道選抜北海道選抜北海道選抜北海道選抜2222 1111 　　　　　　　　3:54.763:54.763:54.763:54.76北海道北海道北海道北海道 1:56.871:56.871:56.871:56.87大分県選抜大分県選抜大分県選抜大分県選抜3333 3333 　　　　　　　　3:58.513:58.513:58.513:58.51大分県大分県大分県大分県 1:55.441:55.441:55.441:55.44愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜4444 2222 　　　　　　　　3:55.023:55.023:55.023:55.02愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:54.861:54.861:54.861:54.86沖縄選抜沖縄選抜沖縄選抜沖縄選抜5555 4444 　　　　　　　　4:01.354:01.354:01.354:01.35沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 2:00.322:00.322:00.322:00.32 晴れ晴れ晴れ晴れ東南東東南東東南東東南東1.75 m/s1.75 m/s1.75 m/s1.75 m/s92929292Ｆ組Ｆ組Ｆ組Ｆ組成男2X成男2X成男2X成男2X12:1012:1012:1012:10敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 山口選抜山口選抜山口選抜山口選抜2222 3333 　　　　　　　　3:36.223:36.223:36.223:36.22山口県山口県山口県山口県 1:44.661:44.661:44.661:44.66神奈川県選抜神奈川県選抜神奈川県選抜神奈川県選抜3333 2222 　　　　　　　　3:26.073:26.073:26.073:26.07神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 1:39.871:39.871:39.871:39.87長野選抜長野選抜長野選抜長野選抜4444 1111 　　　　　　　　3:24.303:24.303:24.303:24.30長野県長野県長野県長野県 1:40.431:40.431:40.431:40.43和歌山県選抜和歌山県選抜和歌山県選抜和歌山県選抜5555 4444 　　　　　　　　3:38.583:38.583:38.583:38.58和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 1:45.191:45.191:45.191:45.19 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s93939393Ｇ組Ｇ組Ｇ組Ｇ組成男2X成男2X成男2X成男2X12:2012:2012:2012:20敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 四万十ＲＣ四万十ＲＣ四万十ＲＣ四万十ＲＣ2222 4444 　　　　　　　　3:47.243:47.243:47.243:47.24高知県高知県高知県高知県 1:52.781:52.781:52.781:52.78奈良県選抜奈良県選抜奈良県選抜奈良県選抜3333 2222 　　　　　　　　3:36.653:36.653:36.653:36.65奈良県奈良県奈良県奈良県 1:43.071:43.071:43.071:43.07佐賀県選抜佐賀県選抜佐賀県選抜佐賀県選抜4444 1111 　　　　　　　　3:28.963:28.963:28.963:28.96佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 1:41.441:41.441:41.441:41.44兵庫選抜兵庫選抜兵庫選抜兵庫選抜5555 3333 　　　　　　　　3:38.643:38.643:38.643:38.64兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 1:46.391:46.391:46.391:46.39 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s94949494Ｈ組Ｈ組Ｈ組Ｈ組成男2X成男2X成男2X成男2X12:3012:3012:3012:30敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 北海道選抜北海道選抜北海道選抜北海道選抜2222 1111 　　　　　　　　3:27.443:27.443:27.443:27.44北海道北海道北海道北海道 1:41.531:41.531:41.531:41.53新日鐵住金新日鐵住金新日鐵住金新日鐵住金3333 2222 　　　　　　　　3:27.693:27.693:27.693:27.69茨城県茨城県茨城県茨城県 1:41.301:41.301:41.301:41.30広島選抜広島選抜広島選抜広島選抜4444 3333 　　　　　　　　3:30.303:30.303:30.303:30.30広島県広島県広島県広島県 1:40.831:40.831:40.831:40.83 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s95959595ＩＩＩＩ組組組組成男2X成男2X成男2X成男2X12:4012:4012:4012:40敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 東レ滋賀東レ滋賀東レ滋賀東レ滋賀2222 1111 　　　　　　　　3:22.333:22.333:22.333:22.33滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:39.651:39.651:39.651:39.65鹿児島選抜鹿児島選抜鹿児島選抜鹿児島選抜3333 3333 　　　　　　　　3:31.323:31.323:31.323:31.32鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 1:41.151:41.151:41.151:41.15群馬選抜群馬選抜群馬選抜群馬選抜4444 2222 　　　　　　　　3:25.363:25.363:25.363:25.36群馬県群馬県群馬県群馬県 1:40.621:40.621:40.621:40.62 晴れ晴れ晴れ晴れ東南東東南東東南東東南東1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s96969696ＪＪＪＪ組組組組成男2X成男2X成男2X成男2X12:5012:5012:5012:50敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 香川県選抜香川県選抜香川県選抜香川県選抜2222 3333 　　　　　　　　3:39.093:39.093:39.093:39.09香川県香川県香川県香川県 1:47.421:47.421:47.421:47.42戸戸戸戸田中田中田中田中央総合病院央総合病院央総合病院央総合病院RCRCRCRC3333 1111 　　　　　　　　3:23.613:23.613:23.613:23.61埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:41.021:41.021:41.021:41.02石川石川石川石川4444 2222 　　　　　　　　3:29.573:29.573:29.573:29.57石川県石川県石川県石川県 1:45.481:45.481:45.481:45.48 晴れ晴れ晴れ晴れ南南南南1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s97979797Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成男1X成男1X成男1X成男1X13:0013:0013:0013:00敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 穴穴穴穴井 井 井 井 裕基裕基裕基裕基(大分県選抜)(大分県選抜)(大分県選抜)(大分県選抜)2222 2222 　　　　　　　　3:45.013:45.013:45.013:45.01大分県大分県大分県大分県 1:48.401:48.401:48.401:48.40田中 大田中 大田中 大田中 大誠誠誠誠(和歌山県選抜)(和歌山県選抜)(和歌山県選抜)(和歌山県選抜)3333 3333 　　　　　　　　3:47.213:47.213:47.213:47.21和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 1:49.461:49.461:49.461:49.46星 星 星 星 遼遼遼遼(會津磴漕会)(會津磴漕会)(會津磴漕会)(會津磴漕会)4444 4444 　　　　　　　　3:49.293:49.293:49.293:49.29福島県福島県福島県福島県 1:51.491:51.491:51.491:51.49村田 村田 村田 村田 脩脩脩脩(新日鐵住金)(新日鐵住金)(新日鐵住金)(新日鐵住金)5555 1111 　　　　　　　　3:43.343:43.343:43.343:43.34茨城県茨城県茨城県茨城県 1:48.201:48.201:48.201:48.20



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月13日2013年9月13日2013年9月13日2013年9月13日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s98989898Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成男1X成男1X成男1X成男1X13:1013:1013:1013:10敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 一一一一箭箭箭箭    フェルナフェルナフェルナフェルナンンンンドヒロシドヒロシドヒロシドヒロシ(長崎県(長崎県(長崎県(長崎県2222 2222 　　　　　　　　3:42.973:42.973:42.973:42.97長崎県長崎県長崎県長崎県 1:46.261:46.261:46.261:46.26山野 山野 山野 山野 剛毅剛毅剛毅剛毅(山口選抜)(山口選抜)(山口選抜)(山口選抜)3333 1111 　　　　　　　　3:41.193:41.193:41.193:41.19山口県山口県山口県山口県 1:47.421:47.421:47.421:47.42阿部 阿部 阿部 阿部 聖聖聖聖((((仙台仙台仙台仙台大学)大学)大学)大学)4444 3333 　　　　　　　　3:43.863:43.863:43.863:43.86宮城県宮城県宮城県宮城県 1:47.951:47.951:47.951:47.95工藤 工藤 工藤 工藤 武尊武尊武尊武尊(熊本選抜)(熊本選抜)(熊本選抜)(熊本選抜)5555 4444 　　　　　　　　3:56.413:56.413:56.413:56.41熊本県熊本県熊本県熊本県 1:52.501:52.501:52.501:52.50 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s99999999Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成女1X成女1X成女1X成女1X13:2013:2013:2013:20敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 山野 山野 山野 山野 早也早也早也早也香(和歌山県選抜)香(和歌山県選抜)香(和歌山県選抜)香(和歌山県選抜)2222 1111 　　　　　　　　4:18.204:18.204:18.204:18.20和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 2:07.622:07.622:07.622:07.62奥奥奥奥村 奈村 奈村 奈村 奈々々々々(滋賀選抜)(滋賀選抜)(滋賀選抜)(滋賀選抜)3333 2222 　　　　　　　　4:23.124:23.124:23.124:23.12滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 2:08.582:08.582:08.582:08.58須須須須山 山 山 山 珠珠珠珠愛(秋田選抜)愛(秋田選抜)愛(秋田選抜)愛(秋田選抜)4444 3333 　　　　　　　　4:29.324:29.324:29.324:29.32秋田県秋田県秋田県秋田県 2:09.772:09.772:09.772:09.77山中 山中 山中 山中 萌萌萌萌(愛媛選抜)(愛媛選抜)(愛媛選抜)(愛媛選抜)5555 4444 　　　　　　　　4:33.664:33.664:33.664:33.66愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 2:14.302:14.302:14.302:14.30 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東0.75 m/s0.75 m/s0.75 m/s0.75 m/s100100100100Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成女1X成女1X成女1X成女1X13:3013:3013:3013:30敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 斉斉斉斉藤 希(北海道選抜)藤 希(北海道選抜)藤 希(北海道選抜)藤 希(北海道選抜)2222 2222 　　　　　　　　4:24.814:24.814:24.814:24.81北海道北海道北海道北海道 2:12.592:12.592:12.592:12.59吉吉吉吉川 由川 由川 由川 由姫姫姫姫(會津磴漕会)(會津磴漕会)(會津磴漕会)(會津磴漕会)3333 1111 　　　　　　　　4:18.434:18.434:18.434:18.43福島県福島県福島県福島県 2:08.332:08.332:08.332:08.33西分 西分 西分 西分 英英英英里里里里菜菜菜菜(大(大(大(大阪阪阪阪選抜)選抜)選抜)選抜)4444 3333 　　　　　　　　4:29.124:29.124:29.124:29.12大大大大阪阪阪阪府府府府 2:12.252:12.252:12.252:12.25西西西西方方方方    笙笙笙笙子(新潟選抜)子(新潟選抜)子(新潟選抜)子(新潟選抜)5555 4444 　　　　　　　　4:31.754:31.754:31.754:31.75新潟県新潟県新潟県新潟県 2:14.282:14.282:14.282:14.28 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東1.25 m/s1.25 m/s1.25 m/s1.25 m/s101101101101Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成女4X+成女4X+成女4X+成女4X+13:4013:4013:4013:40敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 広島選抜広島選抜広島選抜広島選抜2222 2222 　　　　　　　　3:46.253:46.253:46.253:46.25広島県広島県広島県広島県 1:51.581:51.581:51.581:51.58岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜3333 1111 　　　　　　　　3:42.293:42.293:42.293:42.29岡山県岡山県岡山県岡山県 1:47.921:47.921:47.921:47.92山口選抜山口選抜山口選抜山口選抜4444 4444 　　　　　　　　3:53.433:53.433:53.433:53.43山口県山口県山口県山口県 1:47.101:47.101:47.101:47.10山梨選抜山梨選抜山梨選抜山梨選抜5555 3333 　　　　　　　　3:51.283:51.283:51.283:51.28山梨県山梨県山梨県山梨県 1:52.671:52.671:52.671:52.67 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s102102102102Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成女4X+成女4X+成女4X+成女4X+13:5013:5013:5013:50敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 関西電力関西電力関西電力関西電力小小小小浜浜浜浜2222 2222 　　　　　　　　3:42.723:42.723:42.723:42.72福井県福井県福井県福井県 1:49.001:49.001:49.001:49.00埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜3333 1111 　　　　　　　　3:36.783:36.783:36.783:36.78埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:48.781:48.781:48.781:48.78大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜4444 3333 　　　　　　　　3:57.483:57.483:57.483:57.48大大大大阪阪阪阪府府府府 1:57.981:57.981:57.981:57.98ＹＹＹＹ校校校校艇友艇友艇友艇友会会会会5555 4444 　　　　　　　　4:03.594:03.594:03.594:03.59神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 2:01.512:01.512:01.512:01.51 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東1.25 m/s1.25 m/s1.25 m/s1.25 m/s103103103103Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成男4+成男4+成男4+成男4+14:0014:0014:0014:00敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 東レ滋賀東レ滋賀東レ滋賀東レ滋賀2222 1111 　　　　　　　　3:18.973:18.973:18.973:18.97滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:39.301:39.301:39.301:39.30新日鐵住金新日鐵住金新日鐵住金新日鐵住金3333 2222 　　　　　　　　3:21.833:21.833:21.833:21.83茨城県茨城県茨城県茨城県 1:40.711:40.711:40.711:40.71広島選抜広島選抜広島選抜広島選抜4444 3333 　　　　　　　　3:26.033:26.033:26.033:26.03広島県広島県広島県広島県 1:41.031:41.031:41.031:41.03みちのくコカみちのくコカみちのくコカみちのくコカ・・・・ココココーーーーララララRCRCRCRC5555 4444 　　　　　　　　3:29.013:29.013:29.013:29.01岩手県岩手県岩手県岩手県 1:42.621:42.621:42.621:42.62 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東0.75 m/s0.75 m/s0.75 m/s0.75 m/s104104104104Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成男4+成男4+成男4+成男4+14:1014:1014:1014:10敗者復活敗者復活敗者復活敗者復活 京都選抜京都選抜京都選抜京都選抜2222 3333 　　　　　　　　3:27.293:27.293:27.293:27.29京都府京都府京都府京都府 1:43.051:43.051:43.051:43.05中部電力中部電力中部電力中部電力（（（（愛知愛知愛知愛知））））3333 2222 　　　　　　　　3:20.533:20.533:20.533:20.53愛知県愛知県愛知県愛知県 1:38.591:38.591:38.591:38.59青森選抜青森選抜青森選抜青森選抜4444 1111 　　　　　　　　3:18.993:18.993:18.993:18.99青森県青森県青森県青森県 1:39.091:39.091:39.091:39.09佐賀県選抜佐賀県選抜佐賀県選抜佐賀県選抜5555 4444 　　　　　　　　3:28.763:28.763:28.763:28.76佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 1:43.771:43.771:43.771:43.77



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月14日2013年9月14日2013年9月14日2013年9月14日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s105105105105Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成男2X成男2X成男2X成男2X7:307:307:307:30準決準決準決準決 富山選抜富山選抜富山選抜富山選抜1111 2222 　　　　　　　　3:07.043:07.043:07.043:07.04富山県富山県富山県富山県 1:30.491:30.491:30.491:30.49長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜2222 4444 　　　　　　　　3:11.713:11.713:11.713:11.71長崎県長崎県長崎県長崎県 1:30.021:30.021:30.021:30.02鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜3333 5555 　　　　　　　　3:15.643:15.643:15.643:15.64鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:34.441:34.441:34.441:34.44岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜4444 1111 　　　　　　　　3:04.433:04.433:04.433:04.43岡山県岡山県岡山県岡山県 1:29.061:29.061:29.061:29.06長野選抜長野選抜長野選抜長野選抜5555 3333 　　　　　　　　3:09.083:09.083:09.083:09.08長野県長野県長野県長野県 1:32.291:32.291:32.291:32.29 晴れ晴れ晴れ晴れ北西北西北西北西0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s0.50 m/s106106106106Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成男2X成男2X成男2X成男2X7:407:407:407:40準決準決準決準決 東レ滋賀東レ滋賀東レ滋賀東レ滋賀1111 4444 　　　　　　　　3:14.923:14.923:14.923:14.92滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:34.921:34.921:34.921:34.92京都選抜京都選抜京都選抜京都選抜2222 2222 　　　　　　　　3:08.533:08.533:08.533:08.53京都府京都府京都府京都府 1:29.241:29.241:29.241:29.24岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜3333 1111 　　　　　　　　3:05.393:05.393:05.393:05.39岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:28.911:28.911:28.911:28.91北陵RC北陵RC北陵RC北陵RC4444 3333 　　　　　　　　3:13.153:13.153:13.153:13.15山梨県山梨県山梨県山梨県 1:33.191:33.191:33.191:33.19戸戸戸戸田中田中田中田中央総合病院央総合病院央総合病院央総合病院RCRCRCRC5555 5555 　　　　　　　　3:16.603:16.603:16.603:16.60埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:34.201:34.201:34.201:34.20 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s107107107107Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成女2X成女2X成女2X成女2X7:507:507:507:50準決準決準決準決 熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜1111 2222 　　　　　　　　3:35.343:35.343:35.343:35.34熊本県熊本県熊本県熊本県 1:45.921:45.921:45.921:45.92宮城県選抜宮城県選抜宮城県選抜宮城県選抜2222 1111 　　　　　　　　3:35.083:35.083:35.083:35.08宮城県宮城県宮城県宮城県 1:44.721:44.721:44.721:44.72みちのくコカみちのくコカみちのくコカみちのくコカ・・・・ココココーーーーララララRCRCRCRC3333 4444 　　　　　　　　3:38.543:38.543:38.543:38.54岩手県岩手県岩手県岩手県 1:45.721:45.721:45.721:45.72鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜4444 3333 　　　　　　　　3:36.583:36.583:36.583:36.58鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:45.121:45.121:45.121:45.12北海道選抜北海道選抜北海道選抜北海道選抜5555 5555 　　　　　　　　3:41.763:41.763:41.763:41.76北海道北海道北海道北海道 1:47.961:47.961:47.961:47.96 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s108108108108Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成女2X成女2X成女2X成女2X8:008:008:008:00準決準決準決準決 愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜1111 5555 　　　　　　　　3:43.863:43.863:43.863:43.86愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:47.371:47.371:47.371:47.37関西電力関西電力関西電力関西電力小小小小浜浜浜浜2222 3333 　　　　　　　　3:35.313:35.313:35.313:35.31福井県福井県福井県福井県 1:44.441:44.441:44.441:44.44愛知選抜愛知選抜愛知選抜愛知選抜3333 2222 　　　　　　　　3:32.853:32.853:32.853:32.85愛知県愛知県愛知県愛知県 1:42.911:42.911:42.911:42.91滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜4444 4444 　　　　　　　　3:35.873:35.873:35.873:35.87滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:45.311:45.311:45.311:45.31明治明治明治明治安田生安田生安田生安田生命命命命5555 1111 　　　　　　　　3:31.043:31.043:31.043:31.04東京都東京都東京都東京都 1:44.051:44.051:44.051:44.05 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s109109109109Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成男1X成男1X成男1X成男1X8:108:108:108:10準決準決準決準決 今今今今井 井 井 井 祐祐祐祐樹(中部電力岐阜)樹(中部電力岐阜)樹(中部電力岐阜)樹(中部電力岐阜)2222 1111 　　　　　　　　3:26.763:26.763:26.763:26.76岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:41.131:41.131:41.131:41.13伊伊伊伊藤 藤 藤 藤 琢磨琢磨琢磨琢磨((((静静静静岡県選抜)岡県選抜)岡県選抜)岡県選抜)3333 3333 　　　　　　　　3:27.323:27.323:27.323:27.32静静静静岡県岡県岡県岡県 1:43.051:43.051:43.051:43.05栗栗栗栗原 原 原 原 誠誠誠誠和(和(和(和(明治明治明治明治安田生安田生安田生安田生命命命命))))4444 2222 　　　　　　　　3:26.863:26.863:26.863:26.86東京都東京都東京都東京都 1:39.011:39.011:39.011:39.01穴穴穴穴井 井 井 井 裕基裕基裕基裕基(大分県選抜)(大分県選抜)(大分県選抜)(大分県選抜)5555 4444 　　　　　　　　3:37.663:37.663:37.663:37.66大分県大分県大分県大分県 1:45.051:45.051:45.051:45.05 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s110110110110Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成男1X成男1X成男1X成男1X8:208:208:208:20準決準決準決準決 新藤 新藤 新藤 新藤 耕平耕平耕平耕平(北陵RC)(北陵RC)(北陵RC)(北陵RC)2222 2222 　　　　　　　　3:33.693:33.693:33.693:33.69山梨県山梨県山梨県山梨県 1:41.741:41.741:41.741:41.74長田 長田 長田 長田 敦敦敦敦(石川)(石川)(石川)(石川)3333 1111 　　　　　　　　3:28.943:28.943:28.943:28.94石川県石川県石川県石川県 1:41.511:41.511:41.511:41.51池口 池口 池口 池口 開開開開(鳥取県選抜)(鳥取県選抜)(鳥取県選抜)(鳥取県選抜)4444 4444 　　　　　　　　3:47.013:47.013:47.013:47.01鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:43.361:43.361:43.361:43.36一一一一箭箭箭箭    フェルナフェルナフェルナフェルナンンンンドヒロシドヒロシドヒロシドヒロシ(長崎県(長崎県(長崎県(長崎県5555 3333 　　　　　　　　3:37.813:37.813:37.813:37.81長崎県長崎県長崎県長崎県 1:46.331:46.331:46.331:46.33 晴れ晴れ晴れ晴れ北東北東北東北東1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s111111111111Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成女1X成女1X成女1X成女1X8:308:308:308:30準決準決準決準決 佐藤 真佐藤 真佐藤 真佐藤 真弥弥弥弥(宮城県選抜)(宮城県選抜)(宮城県選抜)(宮城県選抜)2222 3333 　　　　　　　　4:14.644:14.644:14.644:14.64宮城県宮城県宮城県宮城県 2:02.992:02.992:02.992:02.99石石石石鍋鍋鍋鍋    綾綾綾綾香(愛知選抜)香(愛知選抜)香(愛知選抜)香(愛知選抜)3333 1111 　　　　　　　　3:57.413:57.413:57.413:57.41愛知県愛知県愛知県愛知県 1:53.131:53.131:53.131:53.13林 真奈美(大分県選抜)林 真奈美(大分県選抜)林 真奈美(大分県選抜)林 真奈美(大分県選抜)4444 2222 　　　　　　　　4:07.344:07.344:07.344:07.34大分県大分県大分県大分県 1:58.961:58.961:58.961:58.96斉斉斉斉藤 希(北海道選抜)藤 希(北海道選抜)藤 希(北海道選抜)藤 希(北海道選抜)5555 4444 　　　　　　　　4:18.094:18.094:18.094:18.09北海道北海道北海道北海道 2:06.962:06.962:06.962:06.96 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s112112112112Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成女1X成女1X成女1X成女1X8:408:408:408:40準決準決準決準決 元元元元村 沙村 沙村 沙村 沙貴貴貴貴(熊本選抜)(熊本選抜)(熊本選抜)(熊本選抜)2222 3333 　　　　　　　　4:12.134:12.134:12.134:12.13熊本県熊本県熊本県熊本県 2:02.082:02.082:02.082:02.08首首首首藤 多佳子(藤 多佳子(藤 多佳子(藤 多佳子(明治明治明治明治安田生安田生安田生安田生命命命命))))3333 1111 　　　　　　　　4:04.804:04.804:04.804:04.80東京都東京都東京都東京都 1:59.851:59.851:59.851:59.85小小小小谷 谷 谷 谷 尚尚尚尚子(子(子(子(みちのくコカみちのくコカみちのくコカみちのくコカ・・・・ココココーーーーララララ4444 2222 　　　　　　　　4:09.754:09.754:09.754:09.75岩手県岩手県岩手県岩手県 2:02.992:02.992:02.992:02.99奥奥奥奥村 奈村 奈村 奈村 奈々々々々(滋賀選抜)(滋賀選抜)(滋賀選抜)(滋賀選抜)5555 4444 　　　　　　　　4:19.334:19.334:19.334:19.33滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 2:02.692:02.692:02.692:02.69 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s113113113113Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成男4+成男4+成男4+成男4+8:508:508:508:50準決準決準決準決 愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜2222 2222 　　　　　　　　3:17.383:17.383:17.383:17.38愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:36.851:36.851:36.851:36.85福井選抜福井選抜福井選抜福井選抜3333 1111 　　　　　　　　3:14.793:14.793:14.793:14.79福井県福井県福井県福井県 1:34.061:34.061:34.061:34.06千葉選抜千葉選抜千葉選抜千葉選抜4444 3333 　　　　　　　　3:19.503:19.503:19.503:19.50千葉県千葉県千葉県千葉県 1:35.921:35.921:35.921:35.92新日鐵住金新日鐵住金新日鐵住金新日鐵住金5555 4444 　　　　　　　　3:24.933:24.933:24.933:24.93茨城県茨城県茨城県茨城県 1:41.661:41.661:41.661:41.66 晴れ晴れ晴れ晴れ東東東東1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s114114114114Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成男4+成男4+成男4+成男4+9:009:009:009:00準決準決準決準決 長野選抜長野選抜長野選抜長野選抜2222 3333 　　　　　　　　3:22.103:22.103:22.103:22.10長野県長野県長野県長野県 1:37.061:37.061:37.061:37.06大分県選抜大分県選抜大分県選抜大分県選抜3333 2222 　　　　　　　　3:19.533:19.533:19.533:19.53大分県大分県大分県大分県 1:37.791:37.791:37.791:37.79中部電力岐阜中部電力岐阜中部電力岐阜中部電力岐阜4444 1111 　　　　　　　　3:16.843:16.843:16.843:16.84岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:34.921:34.921:34.921:34.92中部電力中部電力中部電力中部電力（（（（愛知愛知愛知愛知））））5555 4444 　　　　　　　　3:24.693:24.693:24.693:24.69愛知県愛知県愛知県愛知県 1:39.821:39.821:39.821:39.82



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月14日2013年9月14日2013年9月14日2013年9月14日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s1.50 m/s115115115115Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組成女4X+成女4X+成女4X+成女4X+9:109:109:109:10準決準決準決準決 愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜2222 2222 　　　　　　　　3:45.933:45.933:45.933:45.93愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:50.431:50.431:50.431:50.43明治明治明治明治安田生安田生安田生安田生命命命命3333 1111 　　　　　　　　3:40.533:40.533:40.533:40.53東京都東京都東京都東京都 1:48.951:48.951:48.951:48.95兵庫選抜兵庫選抜兵庫選抜兵庫選抜4444 3333 　　　　　　　　3:52.533:52.533:52.533:52.53兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 1:51.881:51.881:51.881:51.88広島選抜広島選抜広島選抜広島選抜5555 4444 　　　　　　　　4:00.334:00.334:00.334:00.33広島県広島県広島県広島県 1:58.151:58.151:58.151:58.15 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s116116116116Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組成女4X+成女4X+成女4X+成女4X+9:209:209:209:20準決準決準決準決 新潟選抜新潟選抜新潟選抜新潟選抜2222 4444 　　　　　　　　4:01.004:01.004:01.004:01.00新潟県新潟県新潟県新潟県 2:02.112:02.112:02.112:02.11長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜3333 2222 　　　　　　　　3:45.343:45.343:45.343:45.34長崎県長崎県長崎県長崎県 1:50.681:50.681:50.681:50.68熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜4444 3333 　　　　　　　　3:49.213:49.213:49.213:49.21熊本県熊本県熊本県熊本県 1:52.471:52.471:52.471:52.47関西電力関西電力関西電力関西電力小小小小浜浜浜浜5555 1111 　　　　　　　　3:45.063:45.063:45.063:45.06福井県福井県福井県福井県 1:52.021:52.021:52.021:52.02 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s117117117117Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組成男2X成男2X成男2X成男2X9:409:409:409:40準決準決準決準決 福岡県選抜福岡県選抜福岡県選抜福岡県選抜1111 5555 　　　　　　　　3:28.623:28.623:28.623:28.62福岡県福岡県福岡県福岡県 1:43.301:43.301:43.301:43.30新潟選抜新潟選抜新潟選抜新潟選抜2222 4444 　　　　　　　　3:28.063:28.063:28.063:28.06新潟県新潟県新潟県新潟県 1:40.231:40.231:40.231:40.23トヨタ紡織トヨタ紡織トヨタ紡織トヨタ紡織3333 1111 　　　　　　　　3:22.033:22.033:22.033:22.03愛知県愛知県愛知県愛知県 1:39.581:39.581:39.581:39.58愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜4444 2222 　　　　　　　　3:25.053:25.053:25.053:25.05愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:40.681:40.681:40.681:40.68関西電力美浜関西電力美浜関西電力美浜関西電力美浜5555 3333 　　　　　　　　3:27.333:27.333:27.333:27.33福井県福井県福井県福井県 1:41.941:41.941:41.941:41.94 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s118118118118Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組成男2X成男2X成男2X成男2X9:509:509:509:50準決準決準決準決 北海道選抜北海道選抜北海道選抜北海道選抜1111 5555 　　　　　　　　3:35.233:35.233:35.233:35.23北海道北海道北海道北海道 1:44.971:44.971:44.971:44.97アイリスオーヤマ㈱アイリスオーヤマ㈱アイリスオーヤマ㈱アイリスオーヤマ㈱2222 1111 　　　　　　　　3:20.483:20.483:20.483:20.48宮城県宮城県宮城県宮城県 1:34.281:34.281:34.281:34.28熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜3333 3333 　　　　　　　　3:30.263:30.263:30.263:30.26熊本県熊本県熊本県熊本県 1:41.881:41.881:41.881:41.88静静静静岡県選抜岡県選抜岡県選抜岡県選抜4444 2222 　　　　　　　　3:28.983:28.983:28.983:28.98静静静静岡県岡県岡県岡県 1:40.191:40.191:40.191:40.19佐賀県選抜佐賀県選抜佐賀県選抜佐賀県選抜5555 4444 　　　　　　　　3:34.943:34.943:34.943:34.94佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 1:43.941:43.941:43.941:43.94 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東0.25 m/s0.25 m/s0.25 m/s0.25 m/s119119119119Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組少女2X少女2X少女2X少女2X10:0010:0010:0010:00準決準決準決準決 岩手選抜岩手選抜岩手選抜岩手選抜1111 4444 　　　　　　　　4:04.814:04.814:04.814:04.81岩手県岩手県岩手県岩手県 1:58.761:58.761:58.761:58.76埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜2222 2222 　　　　　　　　3:59.263:59.263:59.263:59.26埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:56.981:56.981:56.981:56.98滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜3333 1111 　　　　　　　　3:55.543:55.543:55.543:55.54滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:55.161:55.161:55.161:55.16東京選抜東京選抜東京選抜東京選抜4444 3333 　　　　　　　　3:59.823:59.823:59.823:59.82東京都東京都東京都東京都 1:58.331:58.331:58.331:58.33熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜5555 5555 　　　　　　　　4:09.164:09.164:09.164:09.16熊本県熊本県熊本県熊本県 2:00.192:00.192:00.192:00.19 晴れ晴れ晴れ晴れ北西北西北西北西0.25 m/s0.25 m/s0.25 m/s0.25 m/s120120120120Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組少女2X少女2X少女2X少女2X10:1010:1010:1010:10準決準決準決準決 宮島工業高等学校宮島工業高等学校宮島工業高等学校宮島工業高等学校1111 5555 　　　　　　　　4:06.654:06.654:06.654:06.65広島県広島県広島県広島県 1:58.081:58.081:58.081:58.08新潟選抜新潟選抜新潟選抜新潟選抜2222 4444 　　　　　　　　4:05.064:05.064:05.064:05.06新潟県新潟県新潟県新潟県 1:57.761:57.761:57.761:57.76岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜3333 1111 　　　　　　　　3:57.283:57.283:57.283:57.28岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:51.361:51.361:51.361:51.36館林女子高等学校館林女子高等学校館林女子高等学校館林女子高等学校4444 2222 　　　　　　　　4:01.504:01.504:01.504:01.50群馬県群馬県群馬県群馬県 1:56.101:56.101:56.101:56.10鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜5555 3333 　　　　　　　　4:02.764:02.764:02.764:02.76鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:55.251:55.251:55.251:55.25 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s121121121121Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組成男1X成男1X成男1X成男1X10:2010:2010:2010:20準決準決準決準決 坂坂坂坂口 口 口 口 慧慧慧慧(北海道選抜)(北海道選抜)(北海道選抜)(北海道選抜)2222 3333 　　　　　　　　3:59.943:59.943:59.943:59.94北海道北海道北海道北海道 1:53.921:53.921:53.921:53.92濱上濱上濱上濱上    裕裕裕裕士(関西電力美浜)士(関西電力美浜)士(関西電力美浜)士(関西電力美浜)3333 2222 　　　　　　　　3:56.463:56.463:56.463:56.46福井県福井県福井県福井県 1:50.511:50.511:50.511:50.51奈良 和紀(千葉選抜)奈良 和紀(千葉選抜)奈良 和紀(千葉選抜)奈良 和紀(千葉選抜)4444 1111 　　　　　　　　3:47.513:47.513:47.513:47.51千葉県千葉県千葉県千葉県 1:47.341:47.341:47.341:47.34村田 村田 村田 村田 脩脩脩脩(新日鐵住金)(新日鐵住金)(新日鐵住金)(新日鐵住金)5555 4444 　　　　　　　　4:03.104:03.104:03.104:03.10茨城県茨城県茨城県茨城県 1:57.151:57.151:57.151:57.15 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s122122122122Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組成男1X成男1X成男1X成男1X10:3010:3010:3010:30準決準決準決準決 南南南南條條條條 翔 翔 翔 翔也也也也(愛媛選抜)(愛媛選抜)(愛媛選抜)(愛媛選抜)2222 2222 　　　　　　　　3:54.893:54.893:54.893:54.89愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:51.211:51.211:51.211:51.21佐藤 翔(佐藤 翔(佐藤 翔(佐藤 翔(みちのくコカみちのくコカみちのくコカみちのくコカ・・・・ココココーーーーララララRCRCRCRC3333 4444 　　　　　　　　3:59.713:59.713:59.713:59.71岩手県岩手県岩手県岩手県 1:54.261:54.261:54.261:54.26夜夜夜夜久 智広(東レ滋賀)久 智広(東レ滋賀)久 智広(東レ滋賀)久 智広(東レ滋賀)4444 1111 　　　　　　　　3:53.113:53.113:53.113:53.11滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:49.901:49.901:49.901:49.90山野 山野 山野 山野 剛毅剛毅剛毅剛毅(山口選抜)(山口選抜)(山口選抜)(山口選抜)5555 3333 　　　　　　　　3:58.503:58.503:58.503:58.50山口県山口県山口県山口県 1:53.841:53.841:53.841:53.84 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s123123123123Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組成女1X成女1X成女1X成女1X10:4010:4010:4010:40準決準決準決準決 吉吉吉吉川 川 川 川 文文文文恵(関西電力恵(関西電力恵(関西電力恵(関西電力小小小小浜)浜)浜)浜)2222 4444 　　　　　　　　4:30.374:30.374:30.374:30.37福井県福井県福井県福井県 2:09.242:09.242:09.242:09.24木村 美子(栃木選抜)木村 美子(栃木選抜)木村 美子(栃木選抜)木村 美子(栃木選抜)3333 1111 　　　　　　　　4:21.754:21.754:21.754:21.75栃木県栃木県栃木県栃木県 2:05.012:05.012:05.012:05.01阿野 阿野 阿野 阿野 友友友友里里里里乃乃乃乃(山口選抜)(山口選抜)(山口選抜)(山口選抜)4444 3333 　　　　　　　　4:23.444:23.444:23.444:23.44山口県山口県山口県山口県 2:06.042:06.042:06.042:06.04吉吉吉吉川 由川 由川 由川 由姫姫姫姫(會津磴漕会)(會津磴漕会)(會津磴漕会)(會津磴漕会)5555 2222 　　　　　　　　4:21.924:21.924:21.924:21.92福島県福島県福島県福島県 2:06.642:06.642:06.642:06.64 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s124124124124Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組成女1X成女1X成女1X成女1X10:5010:5010:5010:50準決準決準決準決 冨冨冨冨田 千愛(鳥取県選抜)田 千愛(鳥取県選抜)田 千愛(鳥取県選抜)田 千愛(鳥取県選抜)2222 1111 　　　　　　　　4:19.134:19.134:19.134:19.13鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 2:05.852:05.852:05.852:05.85有有有有山 山 山 山 裕裕裕裕美子(埼玉選抜)美子(埼玉選抜)美子(埼玉選抜)美子(埼玉選抜)3333 3333 　　　　　　　　4:25.034:25.034:25.034:25.03埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 2:07.292:07.292:07.292:07.29新里 新里 新里 新里 杏菜杏菜杏菜杏菜(沖縄選抜)(沖縄選抜)(沖縄選抜)(沖縄選抜)4444 2222 　　　　　　　　4:23.774:23.774:23.774:23.77沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 2:08.822:08.822:08.822:08.82山野 山野 山野 山野 早也早也早也早也香(和歌山県選抜)香(和歌山県選抜)香(和歌山県選抜)香(和歌山県選抜)5555 4444 　　　　　　　　4:29.034:29.034:29.034:29.03和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 2:09.292:09.292:09.292:09.29



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月14日2013年9月14日2013年9月14日2013年9月14日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 晴れ晴れ晴れ晴れ無風無風無風無風 m/s m/s m/s m/s125125125125Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組成男4+成男4+成男4+成男4+11:0011:0011:0011:00準決準決準決準決 岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜2222 1111 　　　　　　　　3:20.643:20.643:20.643:20.64岡山県岡山県岡山県岡山県 1:37.641:37.641:37.641:37.64戸戸戸戸田中田中田中田中央総合病院央総合病院央総合病院央総合病院RCRCRCRC3333 2222 　　　　　　　　3:23.143:23.143:23.143:23.14埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:38.321:38.321:38.321:38.32北海道選抜北海道選抜北海道選抜北海道選抜4444 4444 　　　　　　　　3:28.603:28.603:28.603:28.60北海道北海道北海道北海道 1:40.491:40.491:40.491:40.49青森選抜青森選抜青森選抜青森選抜5555 3333 　　　　　　　　3:27.463:27.463:27.463:27.46青森県青森県青森県青森県 1:41.441:41.441:41.441:41.44 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s126126126126Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組成男4+成男4+成男4+成男4+11:1011:1011:1011:10準決準決準決準決 熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜2222 4444 　　　　　　　　3:35.803:35.803:35.803:35.80熊本県熊本県熊本県熊本県 1:45.051:45.051:45.051:45.05NTT東日本NTT東日本NTT東日本NTT東日本3333 1111 　　　　　　　　3:22.343:22.343:22.343:22.34東京都東京都東京都東京都 1:38.681:38.681:38.681:38.68大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜4444 2222 　　　　　　　　3:23.333:23.333:23.333:23.33大大大大阪阪阪阪府府府府 1:39.901:39.901:39.901:39.90東レ滋賀東レ滋賀東レ滋賀東レ滋賀5555 3333 　　　　　　　　3:23.893:23.893:23.893:23.89滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:41.101:41.101:41.101:41.10 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s1.00 m/s127127127127Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組成女4X+成女4X+成女4X+成女4X+11:2011:2011:2011:20準決準決準決準決 北海道選抜北海道選抜北海道選抜北海道選抜2222 4444 　　　　　　　　4:00.104:00.104:00.104:00.10北海道北海道北海道北海道 1:56.541:56.541:56.541:56.54秋田選抜秋田選抜秋田選抜秋田選抜3333 2222 　　　　　　　　3:49.453:49.453:49.453:49.45秋田県秋田県秋田県秋田県 1:50.401:50.401:50.401:50.40大大大大垣共垣共垣共垣共立立立立銀行銀行銀行銀行4444 1111 　　　　　　　　3:43.623:43.623:43.623:43.62岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 1:48.681:48.681:48.681:48.68岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜5555 3333 　　　　　　　　3:52.183:52.183:52.183:52.18岡山県岡山県岡山県岡山県 1:53.131:53.131:53.131:53.13 晴れ晴れ晴れ晴れ南東南東南東南東0.75 m/s0.75 m/s0.75 m/s0.75 m/s128128128128Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組成女4X+成女4X+成女4X+成女4X+11:3011:3011:3011:30準決準決準決準決 佐賀県選抜佐賀県選抜佐賀県選抜佐賀県選抜2222 3333 　　　　　　　　3:49.673:49.673:49.673:49.67佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 1:51.671:51.671:51.671:51.67富山選抜富山選抜富山選抜富山選抜3333 2222 　　　　　　　　3:47.623:47.623:47.623:47.62富山県富山県富山県富山県 1:50.721:50.721:50.721:50.72滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜4444 4444 　　　　　　　　3:58.213:58.213:58.213:58.21滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:54.581:54.581:54.581:54.58埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜5555 1111 　　　　　　　　3:42.963:42.963:42.963:42.96埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 1:49.991:49.991:49.991:49.99



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月15日2013年9月15日2013年9月15日2013年9月15日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 雨雨雨雨 m/s m/s m/s m/s129129129129少男2X少男2X少男2X少男2X7:307:307:307:30順位決定順位決定順位決定順位決定 愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜2222 3333 　　　　　　　　2:46.032:46.032:46.032:46.03愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:23.941:23.941:23.941:23.94静静静静岡県選抜岡県選抜岡県選抜岡県選抜3333 2222 　　　　　　　　2:42.062:42.062:42.062:42.06静静静静岡県岡県岡県岡県 1:21.631:21.631:21.631:21.63岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜4444 4444 　　　　　　　　2:46.842:46.842:46.842:46.84岡山県岡山県岡山県岡山県 1:23.601:23.601:23.601:23.60熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜5555 1111 　　　　　　　　2:41.672:41.672:41.672:41.67熊本県熊本県熊本県熊本県 1:21.161:21.161:21.161:21.16 雨雨雨雨 m/s m/s m/s m/s130130130130成男2X成男2X成男2X成男2X7:407:407:407:40順位決定順位決定順位決定順位決定 愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜2222 2222 　　　　　　　　2:37.862:37.862:37.862:37.86愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:19.681:19.681:19.681:19.68静静静静岡県選抜岡県選抜岡県選抜岡県選抜3333 3333 　　　　　　　　2:38.562:38.562:38.562:38.56静静静静岡県岡県岡県岡県 1:20.241:20.241:20.241:20.24京都選抜京都選抜京都選抜京都選抜4444 1111 　　　　　　　　2:36.572:36.572:36.572:36.57京都府京都府京都府京都府 1:17.501:17.501:17.501:17.50富山選抜富山選抜富山選抜富山選抜5555 4444 　　　　　　　　2:39.252:39.252:39.252:39.25富山県富山県富山県富山県 1:20.651:20.651:20.651:20.65 雨雨雨雨 m/s m/s m/s m/s131131131131少女2X少女2X少女2X少女2X7:507:507:507:50順位決定順位決定順位決定順位決定 岩手選抜岩手選抜岩手選抜岩手選抜2222 2222 　　　　　　　　2:58.052:58.052:58.052:58.05岩手県岩手県岩手県岩手県 1:30.711:30.711:30.711:30.71新潟選抜新潟選抜新潟選抜新潟選抜3333 3333 　　　　　　　　2:59.082:59.082:59.082:59.08新潟県新潟県新潟県新潟県 1:28.901:28.901:28.901:28.90東京選抜東京選抜東京選抜東京選抜4444 1111 　　　　　　　　2:56.182:56.182:56.182:56.18東京都東京都東京都東京都 1:27.011:27.011:27.011:27.01鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜5555 4444 　　　　　　　　3:03.873:03.873:03.873:03.87鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:31.191:31.191:31.191:31.19 雨雨雨雨 m/s m/s m/s m/s132132132132成女2X成女2X成女2X成女2X8:008:008:008:00順位決定順位決定順位決定順位決定 みちのくコカみちのくコカみちのくコカみちのくコカ・・・・ココココーーーーララララRCRCRCRC2222 3333 　　　　　　　　3:00.113:00.113:00.113:00.11岩手県岩手県岩手県岩手県 1:32.071:32.071:32.071:32.07関西電力関西電力関西電力関西電力小小小小浜浜浜浜3333 1111 　　　　　　　　2:53.482:53.482:53.482:53.48福井県福井県福井県福井県 1:25.421:25.421:25.421:25.42鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜鳥取県選抜4444 4444 　　　　　　　　3:00.783:00.783:00.783:00.78鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 1:30.991:30.991:30.991:30.99滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜5555 2222 　　　　　　　　2:54.182:54.182:54.182:54.18滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 1:27.041:27.041:27.041:27.04 雨雨雨雨 m/s m/s m/s m/s133133133133少男1X少男1X少男1X少男1X8:108:108:108:10順位決定順位決定順位決定順位決定 臼井 安典(福井選抜)臼井 安典(福井選抜)臼井 安典(福井選抜)臼井 安典(福井選抜)2222 1111 　　　　　　　　2:52.492:52.492:52.492:52.49福井県福井県福井県福井県 1:25.721:25.721:25.721:25.72蓮池 泰成(宮島工業高等学校)蓮池 泰成(宮島工業高等学校)蓮池 泰成(宮島工業高等学校)蓮池 泰成(宮島工業高等学校)3333 2222 　　　　　　　　2:53.362:53.362:53.362:53.36広島県広島県広島県広島県 1:27.061:27.061:27.061:27.06御手洗 航(愛媛選抜)御手洗 航(愛媛選抜)御手洗 航(愛媛選抜)御手洗 航(愛媛選抜)4444 3333 　　　　　　　　2:55.002:55.002:55.002:55.00愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:27.571:27.571:27.571:27.57河津 蒼摩(大分県選抜)河津 蒼摩(大分県選抜)河津 蒼摩(大分県選抜)河津 蒼摩(大分県選抜)5555 4444 　　　　　　　　2:56.132:56.132:56.132:56.13大分県大分県大分県大分県 1:27.931:27.931:27.931:27.93 雨雨雨雨 m/s m/s m/s m/s134134134134成男1X成男1X成男1X成男1X8:208:208:208:20順位決定順位決定順位決定順位決定 南南南南條條條條 翔 翔 翔 翔也也也也(愛媛選抜)(愛媛選抜)(愛媛選抜)(愛媛選抜)2222 3333 　　　　　　　　2:55.772:55.772:55.772:55.77愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 1:26.951:26.951:26.951:26.95濱上濱上濱上濱上    裕裕裕裕士(関西電力美浜)士(関西電力美浜)士(関西電力美浜)士(関西電力美浜)3333 2222 　　　　　　　　2:52.732:52.732:52.732:52.73福井県福井県福井県福井県 1:26.091:26.091:26.091:26.09新藤 新藤 新藤 新藤 耕平耕平耕平耕平(北陵RC)(北陵RC)(北陵RC)(北陵RC)4444 4444 　　　　　　　　2:58.982:58.982:58.982:58.98山梨県山梨県山梨県山梨県 1:29.271:29.271:29.271:29.27栗栗栗栗原 原 原 原 誠誠誠誠和(和(和(和(明治明治明治明治安田生安田生安田生安田生命命命命))))5555 1111 　　　　　　　　2:52.252:52.252:52.252:52.25東京都東京都東京都東京都 1:26.471:26.471:26.471:26.47 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s135135135135少女1X少女1X少女1X少女1X10:0010:0010:0010:00順位決定順位決定順位決定順位決定 川川川川合合合合    瞳瞳瞳瞳(兵庫選抜)(兵庫選抜)(兵庫選抜)(兵庫選抜)2222 1111 　　　　　　　　兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 青野 青野 青野 青野 有有有有希(希(希(希(静静静静岡県選抜)岡県選抜)岡県選抜)岡県選抜)3333 1111 　　　　　　　　静静静静岡県岡県岡県岡県 佐佐佐佐々々々々木 木 木 木 幸幸幸幸(福島選抜)(福島選抜)(福島選抜)(福島選抜)4444 1111 　　　　　　　　福島県福島県福島県福島県 林原 悠(鳥取県選抜)林原 悠(鳥取県選抜)林原 悠(鳥取県選抜)林原 悠(鳥取県選抜)5555 1111 　　　　　　　　鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 雨雨雨雨 m/s m/s m/s m/s136136136136成女1X成女1X成女1X成女1X8:408:408:408:40順位決定順位決定順位決定順位決定 新里 新里 新里 新里 杏菜杏菜杏菜杏菜(沖縄選抜)(沖縄選抜)(沖縄選抜)(沖縄選抜)2222 4444 　　　　　　　　3:14.063:14.063:14.063:14.06沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 1:38.491:38.491:38.491:38.49小小小小谷 谷 谷 谷 尚尚尚尚子(子(子(子(みちのくコカみちのくコカみちのくコカみちのくコカ・・・・ココココーーーーララララ3333 3333 　　　　　　　　3:12.533:12.533:12.533:12.53岩手県岩手県岩手県岩手県 1:38.141:38.141:38.141:38.14林 真奈美(大分県選抜)林 真奈美(大分県選抜)林 真奈美(大分県選抜)林 真奈美(大分県選抜)4444 1111 　　　　　　　　3:09.343:09.343:09.343:09.34大分県大分県大分県大分県 1:35.031:35.031:35.031:35.03吉吉吉吉川 由川 由川 由川 由姫姫姫姫(會津磴漕会)(會津磴漕会)(會津磴漕会)(會津磴漕会)5555 2222 　　　　　　　　3:11.153:11.153:11.153:11.15福島県福島県福島県福島県 1:37.251:37.251:37.251:37.25  m/s m/s m/s m/s137137137137少男4X+少男4X+少男4X+少男4X+10:0510:0510:0510:05順位決定順位決定順位決定順位決定 岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜2222 1111 　　　　　　　　岡山県岡山県岡山県岡山県 愛知選抜愛知選抜愛知選抜愛知選抜3333 1111 　　　　　　　　愛知県愛知県愛知県愛知県 岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜4444 1111 　　　　　　　　岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 島根選抜島根選抜島根選抜島根選抜5555 1111 　　　　　　　　島根県島根県島根県島根県 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s138138138138成男4+成男4+成男4+成男4+11:2011:2011:2011:20順位決定順位決定順位決定順位決定 愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜2222 1111 　　　　　　　　愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 大分県選抜大分県選抜大分県選抜大分県選抜3333 1111 　　　　　　　　大分県大分県大分県大分県 戸戸戸戸田中田中田中田中央総合病院央総合病院央総合病院央総合病院RCRCRCRC4444 1111 　　　　　　　　埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜5555 1111 　　　　　　　　大大大大阪阪阪阪府府府府 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s139139139139少女4X+少女4X+少女4X+少女4X+10:1010:1010:1010:10順位決定順位決定順位決定順位決定 京都選抜京都選抜京都選抜京都選抜2222 1111 　　　　　　　　京都府京都府京都府京都府 富山選抜富山選抜富山選抜富山選抜3333 1111 　　　　　　　　富山県富山県富山県富山県 東京選抜東京選抜東京選抜東京選抜4444 1111 　　　　　　　　東京都東京都東京都東京都 長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜5555 1111 　　　　　　　　長崎県長崎県長崎県長崎県



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月15日2013年9月15日2013年9月15日2013年9月15日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s140140140140成女4X+成女4X+成女4X+成女4X+10:1510:1510:1510:15順位決定順位決定順位決定順位決定 愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜2222 1111 　　　　　　　　愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜長崎県選抜3333 1111 　　　　　　　　長崎県長崎県長崎県長崎県 富山選抜富山選抜富山選抜富山選抜4444 1111 　　　　　　　　富山県富山県富山県富山県 秋田選抜秋田選抜秋田選抜秋田選抜5555 1111 　　　　　　　　秋田県秋田県秋田県秋田県 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s141141141141少男2X少男2X少男2X少男2X10:2010:2010:2010:20決勝決勝決勝決勝 岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜2222 1111 　　　　　　　　岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 福井選抜福井選抜福井選抜福井選抜3333 1111 　　　　　　　　福井県福井県福井県福井県 東京選抜東京選抜東京選抜東京選抜4444 1111 　　　　　　　　東京都東京都東京都東京都 滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜5555 1111 　　　　　　　　滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s142142142142成男2X成男2X成男2X成男2X10:2510:2510:2510:25決勝決勝決勝決勝 トヨタ紡織トヨタ紡織トヨタ紡織トヨタ紡織2222 1111 　　　　　　　　愛知県愛知県愛知県愛知県 岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜3333 1111 　　　　　　　　岡山県岡山県岡山県岡山県 岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜4444 1111 　　　　　　　　岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 アイリスオーヤマ㈱アイリスオーヤマ㈱アイリスオーヤマ㈱アイリスオーヤマ㈱5555 1111 　　　　　　　　宮城県宮城県宮城県宮城県 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s143143143143少女2X少女2X少女2X少女2X10:3010:3010:3010:30決勝決勝決勝決勝 埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜2222 1111 　　　　　　　　埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜滋賀選抜3333 1111 　　　　　　　　滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜4444 1111 　　　　　　　　岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 館林女子高等学校館林女子高等学校館林女子高等学校館林女子高等学校5555 1111 　　　　　　　　群馬県群馬県群馬県群馬県 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s144144144144成女2X成女2X成女2X成女2X10:3510:3510:3510:35決勝決勝決勝決勝 熊本選抜熊本選抜熊本選抜熊本選抜2222 1111 　　　　　　　　熊本県熊本県熊本県熊本県 愛知選抜愛知選抜愛知選抜愛知選抜3333 1111 　　　　　　　　愛知県愛知県愛知県愛知県 宮城県選抜宮城県選抜宮城県選抜宮城県選抜4444 1111 　　　　　　　　宮城県宮城県宮城県宮城県 明治明治明治明治安田生安田生安田生安田生命命命命5555 1111 　　　　　　　　東京都東京都東京都東京都 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s145145145145少男1X少男1X少男1X少男1X10:4010:4010:4010:40決勝決勝決勝決勝 内田 内田 内田 内田 達達達達大(大(大(大(吉吉吉吉田高等学校)田高等学校)田高等学校)田高等学校)2222 1111 　　　　　　　　山梨県山梨県山梨県山梨県 山根 慶大(岩手選抜)山根 慶大(岩手選抜)山根 慶大(岩手選抜)山根 慶大(岩手選抜)3333 1111 　　　　　　　　岩手県岩手県岩手県岩手県 古田 直輝(鳥取県選抜)古田 直輝(鳥取県選抜)古田 直輝(鳥取県選抜)古田 直輝(鳥取県選抜)4444 1111 　　　　　　　　鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 福井 康(兵庫選抜)福井 康(兵庫選抜)福井 康(兵庫選抜)福井 康(兵庫選抜)5555 1111 　　　　　　　　兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s146146146146成男1X成男1X成男1X成男1X10:4510:4510:4510:45決勝決勝決勝決勝 今今今今井 井 井 井 祐祐祐祐樹(中部電力岐阜)樹(中部電力岐阜)樹(中部電力岐阜)樹(中部電力岐阜)2222 1111 　　　　　　　　岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 長田 長田 長田 長田 敦敦敦敦(石川)(石川)(石川)(石川)3333 1111 　　　　　　　　石川県石川県石川県石川県 奈良 和紀(千葉選抜)奈良 和紀(千葉選抜)奈良 和紀(千葉選抜)奈良 和紀(千葉選抜)4444 1111 　　　　　　　　千葉県千葉県千葉県千葉県 夜夜夜夜久 智広(東レ滋賀)久 智広(東レ滋賀)久 智広(東レ滋賀)久 智広(東レ滋賀)5555 1111 　　　　　　　　滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s147147147147少女1X少女1X少女1X少女1X10:5010:5010:5010:50決勝決勝決勝決勝 石石石石上上上上    璃璃璃璃奈(長野選抜)奈(長野選抜)奈(長野選抜)奈(長野選抜)2222 1111 　　　　　　　　長野県長野県長野県長野県 土土土土佐 真佐 真佐 真佐 真歩歩歩歩((((横横横横浜浜浜浜商商商商業高等学校)業高等学校)業高等学校)業高等学校)3333 1111 　　　　　　　　神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 木下 美奈(富士河口湖高等学校)木下 美奈(富士河口湖高等学校)木下 美奈(富士河口湖高等学校)木下 美奈(富士河口湖高等学校)4444 1111 　　　　　　　　山梨県山梨県山梨県山梨県 木野田 沙帆子(青森選抜)木野田 沙帆子(青森選抜)木野田 沙帆子(青森選抜)木野田 沙帆子(青森選抜)5555 1111 　　　　　　　　青森県青森県青森県青森県 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s148148148148成女1X成女1X成女1X成女1X10:5510:5510:5510:55決勝決勝決勝決勝 木村 美子(栃木選抜)木村 美子(栃木選抜)木村 美子(栃木選抜)木村 美子(栃木選抜)2222 1111 　　　　　　　　栃木県栃木県栃木県栃木県 冨冨冨冨田 千愛(鳥取県選抜)田 千愛(鳥取県選抜)田 千愛(鳥取県選抜)田 千愛(鳥取県選抜)3333 1111 　　　　　　　　鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 首首首首藤 多佳子(藤 多佳子(藤 多佳子(藤 多佳子(明治明治明治明治安田生安田生安田生安田生命命命命))))4444 1111 　　　　　　　　東京都東京都東京都東京都 石石石石鍋鍋鍋鍋    綾綾綾綾香(愛知選抜)香(愛知選抜)香(愛知選抜)香(愛知選抜)5555 1111 　　　　　　　　愛知県愛知県愛知県愛知県 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s149149149149少男4X+少男4X+少男4X+少男4X+11:0011:0011:0011:00決勝決勝決勝決勝 福井選抜福井選抜福井選抜福井選抜2222 1111 　　　　　　　　福井県福井県福井県福井県 東京選抜東京選抜東京選抜東京選抜3333 1111 　　　　　　　　東京都東京都東京都東京都 富山選抜富山選抜富山選抜富山選抜4444 1111 　　　　　　　　富山県富山県富山県富山県 大大大大阪阪阪阪選抜選抜選抜選抜5555 1111 　　　　　　　　大大大大阪阪阪阪府府府府 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s150150150150成男4+成男4+成男4+成男4+11:0511:0511:0511:05決勝決勝決勝決勝 中部電力岐阜中部電力岐阜中部電力岐阜中部電力岐阜2222 1111 　　　　　　　　岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 岡山選抜岡山選抜岡山選抜岡山選抜3333 1111 　　　　　　　　岡山県岡山県岡山県岡山県 福井選抜福井選抜福井選抜福井選抜4444 1111 　　　　　　　　福井県福井県福井県福井県 NTT東日本NTT東日本NTT東日本NTT東日本5555 1111 　　　　　　　　東京都東京都東京都東京都



競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表競漕成績一覧表

着順着順着順着順ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名ク  ル  ー  名 ゴールゴールゴールゴール 備   考備   考備   考備   考

2013年9月15日2013年9月15日2013年9月15日2013年9月15日日付：日付：日付：日付：

第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体第68回国民体育大会ボート競技　東京国体レーンレーンレーンレーン 500m500m500m500m№・時間№・時間№・時間№・時間 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s151151151151少女4X+少女4X+少女4X+少女4X+11:1011:1011:1011:10決勝決勝決勝決勝 愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜愛媛選抜2222 1111 　　　　　　　　愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 福井選抜福井選抜福井選抜福井選抜3333 1111 　　　　　　　　福井県福井県福井県福井県 愛知選抜愛知選抜愛知選抜愛知選抜4444 1111 　　　　　　　　愛知県愛知県愛知県愛知県 岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜岐阜選抜5555 1111 　　　　　　　　岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s152152152152成女4X+成女4X+成女4X+成女4X+11:1511:1511:1511:15決勝決勝決勝決勝 関西電力関西電力関西電力関西電力小小小小浜浜浜浜2222 1111 　　　　　　　　福井県福井県福井県福井県 埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜埼玉選抜3333 1111 　　　　　　　　埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 大大大大垣共垣共垣共垣共立立立立銀行銀行銀行銀行4444 1111 　　　　　　　　岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 明治明治明治明治安田生安田生安田生安田生命命命命5555 1111 　　　　　　　　東京都東京都東京都東京都


