
感感納轍亀　　　　第2掴ジ芸器指蒜蒜京レガッタ
実施日：　　　2018年9月9日（日） 劔�8ﾈ�ｸ5���1R �%"�3R ��

場所：東京都右洲海浜公園ヨット訓寿 ≡≡奉還　冨 劔＝＝　■ �5�5��ｸ6x鳧ﾘ���10：52：00 ����cCX�c���12：50：00 

lbpFinish時刻 剴���c�8�cSr�12：16：58 ��8�c3��cCr� ������X耳耳蕀?�ﾔh蓼���

終了時刻 剴���c#��cSr�12：31：58 ��8�cCX�cCr��� 

風向 風速 剴����190 �����

16knot ���踟B�18knot 

順位 疲��Name �6�牝踉�DIV �8�&"�Gender 乂yD��着順l順位t得点 �(X����ﾈﾋH見fﾙ;�5��着順l順位l得点 ���ﾏｲ� ��ﾘﾘr�

1 �#B�重松　駿 �3�sb�1 冖(,ﾉ8x8�6(6x4�8�7B�男 唐�1　　1　　1 �������������1　　1　　1 �2����

2 �#b�冒本　あかり �33CR�1 冖(,ﾉJ�8�6(6x4�8�7R�女 途�4　　　4　　　4 滴������H������B�3　　　3　　　3 �����"�

3 ��B�冨永　量更 �33c"�1 俔ﾙ8ﾈｾizx抦ﾖ(��ﾕｨ5ｨ�ｸ8ｨ984餾B�男 唐�7　　　7　　　7 �(������(������"�4　　　4　　　4 ��2��2�

4 釘�上田　瑞 �33S��1 冽H�)*ﾈ5ｨ�ｸ8ｨ984霄h橙�男 途�6　　　6　　　6 �8������8������2�6　　　6　　　6 ��R�釘�

5 ��b�北浦　葉月 �3#ヲ�1 俔ﾙ8ﾈｾizx揵(hｧxﾕｨ5ｨ�ｸ8ｨ984餾B�女 途�9　　　9　　　9 店������X������R�7　　　7　　　7 �#��迭�

6 �#��落合　創太 �3�s��1 ��Vﾈ�9j�8�6(6x6��ｸ6��ｸ5x8X6ｨ4�8�6(6x4�8�7R�男 唐�2　　　2　　　2 �#�����#�����#��2　　　2　　　2 �#B�澱�

7 ��2�上候　久美子 �3#�"�1 俔ﾙ8ﾈｾizx揵(hｧxﾕｨ�耳8ｨ984餾B�女 唐�5　　　5　　　5 ������������9　　　9　　　9 �#R�途�

8 �"�浅野　蒼 �33S��1 冽H�)*ﾈ5ｨ�ｸ8ｨ984霄h橙�男 途�15　　15　　15 度������x������r�8　　　8　　　8 �3��唐�

9 ��r�中川　柘太 �3#C"�1 俔ﾙ8ﾈｾizx揵(hｧxﾕｨ5ｨ�ｸ8ｨ984餾B�男 途�12　　12　　12 祷���������������12　　12　　12 �32�湯�

10 �3��鈴木風雅 �3#釘�1 ��8圷ﾊx5ｨ�ｸ8ｨ984驗�k�ﾉkﾈﾌ�5x8X6ｨ4�4�8�7R�男 澱�23　　23　　23 塗������h������b�5　　　5　　　5 �3B�����

11 澱�青山　着生 �3�s��1 冽H�)*ﾈ5ｨ�ｸ8ｨ984霄h橙�女 澱�13　　13　　13 ��H�����H�����B�10　　10　　10 �3r�����

12 ����岩波　萌夏 �33sb�1 俔ﾘ6ﾙ8x8�6(6x4�8�7X5x8X6ｨ4��女 迭�14　　14　　14 ��X�����X�����R�11　11　11 鼎����"�

13 �#R�重松　陽 �33S"�1 冖(,ﾉJ�8�6(6x4�8�7B�男 澱�10　　10　　10 嶋���������������DNF　DNF　31 鼎����2�

14 ��R�飯塚　葛士 �3#ィ�1 俔ﾙ8ﾈｾizx揵(h��ﾕｨ5ｨ�ｸ8ｨ984餾B�男 途�8　　　8　　　8 ��8�����8�����2�DNF　DNF　31 鉄"���B�

15 途�松岡　尚吾 �33c��1 冽H�)*ﾈ5ｨ�ｸ8ｨ984霄h橙�男 途�11　11　11 ������������DNF　DNF　31 鉄"���R�

16 ��"�池田　ももか �33c2�1 俔ﾙ8ﾈｾizx揵(h��ﾕｨ5ｨ�ｸ8ｨ984餾B�女 唐�3　　　3　　　3 ������������RET　RET　31 鉄2���b�

17 �2�古屋　音 �33�B�1 冽H�)*ﾈ�耳8ｨ984霄hﾇﾂ�男 澱�22　　22　　22 �#(����#(����#"�14　　14　　14 鉄����r�

18 �#��早川　大翔 �3#湯�1 部ﾔe85x8X6ｨ4�8�6(6x5�4��ｸ8ｹwH�"�男 途�DNF　DNF　31 ��h�����h�����b�15　　15　　15 田"�����

19 迭�肥後　溌佑 �33s"�1 冽H�)*ﾈ�耳8ｨ984霄h橙�男 途�20　　20　　20 ��(�����(�����"�DNF　DNF　31 田2�����

20 ����松原　啓悟 �3�sR�1 俔ﾙ8ﾈｾizx揵(hｧxﾕｨ5ｨ�ｸ8ｨ984餾B�男 途�17　　17　　17 ����������������DNF　DNF　31 田b��#��

21 湯�岩波　将吾 �3��"�1 俔ﾘ6ﾞ:�8�6(6x4�8�7X5x8X6ｨ4��男 �2�16　　16　　16 �#�����#�����#��DNF　DNF　31 田���#��

22 �#��小林　新芽 �3#���1 俔ﾙ8ﾈｾizx揵(hｧxﾕｨ5ｨ�ｸ8ｨ984餾B�男 澱�19　19　19 �#8����#8����#2�DNS　DNS　31 都2��#"�

23 唐�山口　悠吏 �3##��1 倅�ﾉ��,ﾘ+�.ｸ.�､9vﾘ晳D�&2�男 澱�26　　26　　26 ��x�����x�����r�DNF　DNF　31 都B��#2�

24 ����北浦　州陽 �3#�B�1 俔ﾙ8ﾈｾizx揵(h��ﾕｨ5ｨ�ｸ8ｨ984餾B�男 澱�DNF　DNF　31 妊臧��D臧��3��13　　13　　13 都R��#B�

25 �#2�松岡　拓飛 �3#C��1 俔ﾙ8ﾈｾizx揵(h鬨ﾕｨ5ｨ�ｸ8ｨ984餾B�男 澱�18　　18　　18 妊臧��D臧��3��DNF　DNF　31 塔���#R�

26 ���鵜野　環 �3�r�1 俯ｩyh5ｨ�ｸ8ｨ984霄h橙�男 唐�25　　25　　25 �#H����#H����#B�DNF　DNF　31 塔���#b�

27 �#r�永田　稜真 �3#途�1 部ﾔe85x8X6ｨ4�8�6(6x5�4��ｸ8ｹwH�"�男 唐�21　　21　　21 謬dH��TdH��3��DNF　DNF　31 塔2��#r�

28 �#��多田　正吾 �3#コ�1 俔ﾙ8ﾈｾizx揵(hｧxﾕｨ5ｨ�ｸ8ｨ984餾B�男 澱�24　　24　　24 妊臧��D臧��3��DNS　DNS　31 塔b��#��

29 ����カロ藤　芙海 �#s唐�1 ���侈x�耳8ｨ984驗�k�5x8X6ｨ4�8�6(6x4�8�7R�女 澱�DNS　DNS　31 �$UH��$UH��3��DNC　DNC　31 涛2��#��

29 �#"�深澤　一層 �#鼎��1 俔ﾘ�hｾizx揵(hｧxﾕｨ5ｨ�ｸ8ｨ984餾B�男 澱�RET　RET　31 妊�8��D�8��3��DNC　DNC　31 涛2��#��

レース委員長

プロテスト委員長

長原、盈



mi扇HOuSE
MJKIHOUSECUPTOKYO2018

第28回ジュニアヨッ ト国際親善東京レガッタ
2018年9月9日（日）

東京都若洲海浜公園ヨット訓締所

種目／参加艦教 OP級初級者／19艇

ふ、繋、【最終成績Final】

SanNo． セール 疲�ﾖ���偃洩ﾂ�Club／Team 所属ク‾プ 儁ale／ Female �66���坊�(���&ﾉ��F���予選 G ��剪�� 剏�� G ������������

No． ��フ 剪j女 乂yD���&��i?｢� ������ � ���� �� �� �� �� �� 

2968 儖hﾞ���ti���葉山町セーリンク協会 剪j 傅ﾃB� ���������1 �2 ��� �� �� �� ���1 ���1 �"�1 

3006 �>�?ｨ��^��葉山町セーリング協会 剪j 傅ﾃB�2 ���������1 �2 ��� �� �� �� 迭�5 �"�2 途�2 

2606 �ｩ[ﾘ��､ﾘ�ﾒ�葉山町セーリング協会 剪j 傅ﾃB� �"��"�釘�4 �6 ��C"� �� �� �� 釘�4 �2�3 途�3 

2609 ��968��Y�截�葉山町セー」ノンク協会 剌� 傅ﾃB�2 釘�釘�釘�4 �8 釘� �� �� �� �"�2 途�7 湯�4 

2892 俚):���+ﾈｵ�� 剪j 傅ﾃB�2 迭�迭�澱�6 �11 澱�2 ���1 ���1 �"�1 澱�6 迭�5 ����5 

2675 �i�ﾘ��ﾗ�贓�� 剪j 傅ﾃB�2 �"��"��"�2 �4 �"� �� �� �� �2�3 湯�9 ��"�6 

3096 ���68���Iz��夢の島ヨットクラブ 剪j 傅ﾃb�2 �2��2�迭�5 �8 �2� �� �� �� 唐�8 釘�4 ��"�7 

2969 倅����､8錂�葉山町セーリング協会 剌� 傅ﾃB�1 釘�釘�迭�5 �9 迭�2 �2�3 �"�2 迭�2 途�7 澱�6 ��2�8 

270 ��ﾈ��Yb� 剌� 傅ﾃB�† �2��2��2�3 �6 �2� �� �� �� 湯�9 唐�8 ��r�9 

08 冤卯(��t���� 刪ﾕ 傅ﾃb�2 湯�湯�唐�8 �17 唐�2 迭�5 釘�4 湯�3 ����11 ����10 �#��10 

01 俎)m���ﾈｸﾘ�� 剌� 傅ﾃR� 迭�迭��"�2 �7 釘� �� �� �� ����10 妊臙�12 �#"�11 

06 ��Y8ﾘ��t���� 剪j 傅ﾃR�2 唐�唐�湯�9 �17 湯�2 釘�4 迭�5 湯�4 �� �� ��12 

318 �8y68���ｵ��ﾂ� 剪j 傅ﾃB� 澱�澱�途�7 �13 途�2 �"�2 唐�8　■ ����5 �� �� ��13 

09 亶ｸﾞ���ﾊﾒ� 刳ﾎ 傅ﾃR� 湯�湯�湯�9 �18 湯�2 湯�9 �2�3 ��"�6 �� �� ��14 

90 冉ｸ�6ﾂ� 刳ﾎ 傅ﾃR�2 澱�澱�途�7 �13 途�2 澱�6 澱�6 ��"�7 �� �� ��15 

35 仗�H��ﾔｸ贓�� 剪j 傅ﾃR� 唐�唐�唐�8 �16 唐�2 唐�8 途�7 ��R�8 �� �� ��16 

10 侘9$ｨ��kｹ7�� 剪j 傅ﾃR�2 途�途��2�3 �10 迭�2 途�7 湯�9 ��b�9 �� �� ��17 

03 ��ﾈ訷��w��ﾂ� 刳ﾎ 傅ﾃR�1 途�途�澱�6 �13 澱�2 ����10 ����10 �#��10 �� �� ��18 

176 倅�����襍��夢の島ヨットクラブ 剪j 傅ﾃ"�1 �$UB���������10 �21 ����2 �$UB�12 ����11 �#2�11 �� �� ��19 

冨 儺imeofStart　スタート時刻 劔����51 凵F00 ����c�(�c���� � ��8�cC��c�����H�c���c�������H�c#��c�����H�c3x�c�����

10 鉄r��#2�11：18 �18 ����13：48：50 �14：09：17 � �14：27：54 �14：44：45 

TlmeOf　RaceC†ose　レース終了時刻 劔����02 �23 ����c#"�鼎R� � ��8�cS��cC2���H�c�2�����H�c3��c�����H�cC��cCR�

Weather　天候／WindDire（〕On　風向 劔�(���e��ｨ�ｲ�剴#�-"�� � �#������������cS��������

VerociUof廿1eWFnd　風速 劔��Fｶ踟B�剴�Fｶ踟B�� � ��"�������唐�����

合せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 劔 劔 剪��� � � � � 

ime．ofStart　スタート時刻 劔11 �3������11：50 �00 ���� � � � � 

F ��剴���37 �43 ����cSr���2� � ����������

11 鼎"��#2�11：59 �45 ���� � � � � 

Weather　天候／WlndDirectjon　風向 劔�#����剴#����� � ����������

Veroc和oftheWind　風速 劔���ｴ蔟B�剴�Fｶ踟B�� � ����������

組合せ 劔��剿ﾂ�� � ����������

プロテスト委員長



感繍腕　　　　第28回ジ芸買詣蒜蒜京レガッタ

冥旗日：　　　2018年9月9日（日） 劔�8ﾈ�ｸ5��劔1R 払"�3R 12：39：00 ��

場所：　東京都若洲海浜公園ヨット訓練所 種目：　レーザー4．7 劔�5�5��ｸ6x鳧ﾘ��劔12：10：00 ��(�c#X�c���

完忘警‥恋‥　普 劔 儲�f匁�6磯靼���{倬靼��劔12：16：38 12：17：43 ��(�c3��C�r��(�c3(�c���12．44．39 12：45：53 ��
凰　同 劔��コ�210 ����

・l　　・・ 劔��Fｶ踟B�14knot 着順1順位l得点 ��Fｶ踟B�(X�ﾈ�見;�5��

N 佛����DIV ���������6ﾇTB�ﾕﾙ8ﾈｾizx揵(hｧxﾕｨ5ｨ�ｸ8ｨ984餾B�册nder 倡��llJll　守… 剋轣撃｢ ��ﾈ5%��l～じヽ⊂コ 順位 疲��　ame ノ＼れ �#��SS"�1 劔女 唐�1　　1　　1 �8������8������2�1　　1　　1 迭�1 

1 2 �"���」山すみ 小原奏慧 田c��b�1 �6ﾒ�ﾕﾙ8ﾈｾizx揵(hｧx�b����ｸ�������ﾘ�&ﾂ�佰�5ｨ�ｸ8ｨ984餾B������izr�女 唐�3　3　3 2　2　2 �����(��(��"�2　2　2 3　3　3 ��ﾂ�r�2 3 

lノ ������������ﾃ�6ﾘ��8ﾒ��� �� �� ��3 釘�梶山3．、こ 末吉源 ��#s3唐�1 ����ﾕﾙ8ﾈｾizx揵(h鬨ﾕｨ5ｨ�ﾈ8ｨ984餾B�剪j 途�4　　　4　　　4 滴������H������B�4　　　4　　　4 ���｢�4 

4 未��� 劔 �� �� �� 

レース委員長

フ。テスト委員長←＿み爪牙乙一　▲＿



HOuSE
MIKIHOUSECUPTOKYO2018

第25回ジュニアヨット国際親善レガッタ
ジュニアヨットクラブ対抗レース

201－8年9月9日（日）　東京都若さ 劔劔剌B海浜公園ヨツ 冉ﾘﾅ��ｸ��

N0． �4�8�7Ykﾂ�参加 艇数 價ｨ�ｩg�8,ﾈ�犬�劔Uﾘ廂5��剴ｾ点 傀x犬�
1 �"�3 俘xﾇb�参力0 艇数 �8ｧY&��チャーター 艇 

2 冽H�)*ﾈ5ｨ�ｸ8ｨ984�h橙�12 ���2 �2�6 ��ﾃ2� ��3 ���

3 冖(,ﾉ8x8�6(6x4�8�7R�5 ���2 途�10 ��ﾃ�� ��9 �"�

1 俔ﾙ8ﾈｾizx揵(hｧxﾕｨ5ｨ�ｸ8ｨ984�B�23 �2�5 途�15 ��ﾃ2� ��12 �2�

4 部ﾔe85x8X6ｨ4�8�6(6x5�4��ｸ8ｹwH�"�5 澱�10 ��2�29 ��ﾃ�� ��28 釘�

5 ��Vﾈ�9j�8�6(6x6��ｸ6��ｸ5x8X6ｨ4�8�6(6x4�8�7R�2 澱�9 �3r�46 �� ��46 迭�

10 俔ﾘ6ﾙ8x8�6(6x4�8�7X5x8X6ｨ4��2 ��"�27 �3r�64 �� ��64 澱�

6 ��8圷ﾊx5ｨ�ｸ8ｨ984��k�ﾉkﾈﾌ�5x8X6ｨ4��1 ����31 �3r�72 ��－1 ��71 途�

8 亰穎ﾉ��,ﾘ+(.ｸ.�､9vﾘ晳D�&2�1 �#2�31 �3��85 ��－3 ��82 唐�

9　室蘭セーリング協会　　　　　　1 剴#b�37 �3r�88 凵|3 ������������ッ�湯�


