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北海道・東北地区
【北海道】
６月14日～15日	 第42回朝日茨戸レガッタ	 茨戸漕艇場
６月20日～22日	 第68回道高校選手権／総体道予選	 茨戸漕艇場
６月21日～22日	 公認C級審判員試験	 札幌市（未定）
７月（未定）	 第31回網走ボートまつり	 網走川・大曲艇庫
７月13日	 第36回苫小牧市民レガッタ	 白鳥湖特設コース
７月18日～20日	 国体道予選	 網走湖漕艇場
７月27日	 第30回稚内市民レガッタ	 声問川
７月27日	 第33回小樽潮まつり市民レガッタ	小樽築港ベイエリア
	 （体験ボート教室）	
８月31日	 札幌ボート協会遠漕	 石狩川
８月（未定）	 釧路幣舞ボートレース	 釧路川コース
８月23日	 第18回石狩市民レガッタ	 茨戸漕艇場
９月14日	 第55回札幌市民体育大会	 茨戸漕艇場
９月28日	 第49回小樽市民レガッタ	 小樽築港ベイエリア
	 ／納会レガッタ	
９月19日～21日	 第69回道選手権	 茨戸漕艇場
	 ／第34回道高校新人／高校選抜道予選	
11月（未定）	 第24回Head	of	the	BARATO	 茨戸漕艇場

【青森県】
６月７日～８日	 総体県予選	 新田名部川ボートコース
６月20日～22日	 東北ボート選手権	 新田名部川ボートコース
	 ／東北高校選手権　	
７月５日～６日	 国体県予選	 新田名部川ボートコース
７月29日	 まさかりレガッタ	 新田名部川ボートコース
８月30日～31日	 県秋季ボート選手権	　新田名部川ボートコース

【岩手県】
５月30日～６月１日	総体県予選	 錦秋湖ボート場
６月27日～29日	 県民体育大会／国体県予選	 御所湖レガッタコース
７月27日	 御所湖大学対抗レガッタ	 御所湖レガッタコース
８月22日～24日	 県高校新人	 田瀬湖ボート場
	 ／高校選抜県予選

【宮城県】
５月31～６月１日	 県高校総体／総体県予選	 長沼ボート場
	 東北選手権県予選／国体県予選	
８月１日～２日	 第91回石巻川開祭孫兵衛船競漕	 北上川ボートコース
８月８日～10日	 第23回河北レガッタ2000	 長沼ボート場
	 ／第19回東北中学ボート大会
	 ／第57回東日本医科学生総合体育大会（東医体）	 	
	 ／第15回東日本保健医療系レガッタ	
８月30日～31日	 第51回県高校新人	 長沼ボート場
	 ／高校選抜県予選	
９月14日	 第25回長沼レガッタ	 長沼ボート場
10月26日	 第26回富永記念杯石巻レガッタ	北上川ボートコース
11月２日～３日	 第13回長沼ローイングマラソン大会	 長沼ボート場
１月２日	 第57回石巻北上川初漕会	 北上川ボートコース
１月10日	 第24回迫初漕会	 長沼ボート場

【秋田県】
５月31日	 総体県予選	 大潟漕艇場
６月（未定）		 大潟村ボートマラソン	 大潟漕艇場
７月６日	 第65回県民体育大会	 大潟漕艇場
７月（未定）	 大潟村サマーレガッタ	 大潟漕艇場
８月30日	 県高校新人	 大潟漕艇場
９月20日～21日	 第23回全国市町村交流レガッタ	 大潟漕艇場
９月（未定）	 子吉川レガッタ	 子吉川漕艇場
	 （第35回市民ボート大会）	
	

【山形県】
６月７日～８日	 総体県予選	 京田川ボートコース
８月30日～31日	 県高校新人	 京田川ボートコース
10月（未定）	 ボート・カヌー教室	 京田川ボートコース

【福島県】
５月30日～６月１日	総体県予選	 荻野漕艇場	
６月13日～15日		 国体県予選	 荻野漕艇場	
７月18日～20日	 国体東北ブロック予選	 荻野漕艇場
８月３日	 喜多方シティレガッタ	 荻野漕艇場	
８月22日～24日		 県高校新人		 荻野漕艇場	
９月19日～21日	 東北高校選抜	 荻野漕艇場 

関東地区
【茨城県】
６月14日	 総体県予選／県総体	 潮来ボートコース
	 ／国体県予選
６月29日	 第36回水郷潮来シティレガッタ	 潮来ボートコース
	 ／関東中学選手権	
10月４日	 茨城県選手権	 潮来ボートコース
11月15日	 茨城県新人（石山杯レガッタ）		 潮来ボートコース
11月29日	 榊原杯遠漕レース	 常陸利根川
12月13日	 県室内ローイング大会	 潮来市立ボートセンター

【栃木県】
６月（未定）	 総体県予選	 渡良瀬川コース
７月19日～20日	 国体関東ブロック予選	 谷中湖
10月（未定）	 県高校新人	 渡良瀬川コース

【群馬県】
６月28日～７月27日	千代田町ボート教室（各週土・日開催）	 利根大堰
７月27日～８月31日	館林市ボート教室（各週日曜開催）	 館林城沼
８月３日	 第23回千代田町民レガッタ	 利根大堰
１月18日		 安全講習会	 館林女子高

【埼玉県】
12月（未定）		 第９回Head	of	the	ARA		 荒川

【千葉県】
７月13日	 第９回香取市民レガッタ	 黒部川特設コース
９月７日	 県民体育大会	 小見川ボート場
９月13日	 県高校新人	 小見川ボート場

【東京都】
６月８日	 新中川フェスタ	 新中川
６月22日	 第１回江戸川区民レガッタ	 旧中川
８月３日	 第34回水の週間記念隅田川レガッタ	 隅田川
10月（未定）	 江戸川区民まつり	 磯崎公園
10月19日	 世田谷区スポーツ祭り	 総合運動場
11月２日	 水元公園レガッタ	 水元公園
11月３日	 東墨田レガッタ	 旧中川
11月９日	 第11回多摩川レガッタ	 多摩川

【神奈川県】
６月８日		 安全講習会	 鶴見川漕艇場
６月14日～15日	 国体県予選（少年男子のみ）	 相模湖漕艇場
６月22日		 相模原市民ボート教室③	 相模湖漕艇場
７月27日	 相模原市民ボート教室④	 相模湖漕艇場
７月27日	 横浜市民体育大会	 鶴見川漕艇場
７月（未定）	 第３回宮ヶ瀬湖遊漕会	 宮ヶ瀬湖カヌー場
８月24日		 相模原市民ボート教室⑤	 相模湖漕艇場
９月21日		 県高校新人／第21回翠水レガッタ	 相模湖漕艇場
９月28日	 相模原市民ボート教室⑥	 相模湖漕艇場
９月28日	 鶴見ボートフェスタ	 鶴見川漕艇場
10月５日	 第19回相模原市民レガッタ	 相模湖漕艇場
10月13日		 横浜スポーツ・レク・フェスティバル	 鶴見川漕艇場
10月19日		 第48回横浜市民ボートレース	 鶴見川漕艇場
10月25日～26日	 第58回相模湖レガッタ	 相模湖漕艇場
11月１日～２日	 関東高校ボート大会	 相模湖漕艇場
11月16日	 第12回宮ヶ瀬湖紅葉レガッタ	 宮ヶ瀬湖カヌー場
11月９日、23日	 ボートマラソン安全講習会	 鶴見川漕艇場

平成26年度全国レガッタ・ボート教室スケジュール（予定） （５月31日以降）
from JARA
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12月７日		 第13回横浜ボートマラソン	 鶴見川漕艇場
１月11日		 新春初漕ぎ	 鶴見川漕艇場
１月25日		 第10回横浜室内ボート競漕	 鶴見川漕艇場

【山梨県】
６月21日	 総体県予選／第66回県体育祭り	 河口湖漕艇場
８月（未定）	 県高校１年生大会	 河口湖漕艇場
９月６日～７日	 第34回河口湖レガッタ	 河口湖漕艇場
	 ／県高校新人

北信越地区
【新潟県】
５月31日～６月1日	 総体県予選	 津川漕艇場
９月（未定）	 佐渡レガッタ	 佐渡・加茂湖
９月７日	 阿賀野川レガッタ		 津川漕艇場
９月13日～14日	 県高校秋季	 津川漕艇場
11月初旬	 信濃川レガッタ	 新潟市
11月8日	 県シングルスカル選手権	 津川漕艇場

【長野県】
５月31日	 総体県予選／国体県予選	 下諏訪漕艇場
	 ／県中学選手権	
９月14日	 第33回下諏訪レガッタ	 下諏訪漕艇場
９月20日	 県高校新人	 下諏訪漕艇場
11月（未定）	 第４回漕ぎ納めの会	 下諏訪漕艇場
11月22日	 諏訪湖の大将（高校諏訪湖ロングレース）	 下諏訪漕艇場

【富山県】
５月31日～６月1日	 総体県予選・県民体育大会	 富山県漕艇場
６月21日～22日	 北信越高校総体	 富山県漕艇場
６月29日	 南砺市民ボート大会（桂湖レガッタ）	 	桂湖漕艇場
	 ／第２回大学OB対抗レガッタin世界遺産五箇山
８月（未定）		 伏木古府対抗ボートレース	 小矢部川
９月21日	 県高校新人	 富山県漕艇場
９月28日	 第15回神通峡レガッタ	 富山県漕艇場
11月16日	 第16回「Head	of	the	Jinzu」	 富山県漕艇場

【石川県】
５月31日～６月１日	総体県予選（その１）	 津幡漕艇場
６月７日～８日	 第48回北陸中日レガッタ	 津幡漕艇場
	 ／総体県予選
	 ／第５回県中学選手権	
６月29日	 金沢市民レガッタ	 津幡漕艇場
	 ／第66回県民体育大会
	 ／北信越中学強化練習会
７月12日～13日	 国体北信越ブロック予選	 津幡漕艇場
８月３日	 小松市民レガッタ	 梯川丸内地区
８月24日	 第27回つばたレガッタ	 津幡漕艇場
９月21日	 第32回北國レガッタ	 津幡漕艇場
	 ／県高校新人／中学新人	
11月15日	 第４回Head	of	the	TSUBATA		 津幡漕艇場

【福井県】
９月21日～22日	 県高校新人	 久々子湖漕艇場
９月27日	 県民スポーツ祭	 久々子湖漕艇場
９月27日～28日	 第45回福井レガッタ	 久々子湖漕艇場
10月18日～19日	 第27回美浜町民レガッタ	 久々子湖漕艇場
２月１日	 県マシンローイング大会	 美浜町総合体育館
３月21日～23日	 第10回全国中学選抜ボート大会	 久々子湖漕艇場

東海地区
【静岡県】
６月15日	 第46回県選手権	 佐鳴湖漕艇場
６月15日	 U15佐鳴湖ジュニアレガッタ	 佐鳴湖漕艇場
６月29日	 第10回ボートフェスティバルin天竜	 天竜ボート場
８月８日～10日	 第66回西日本医科学生総合体育大会（西医体）	 天竜ボート場
	 ／第18回メディカルレガッタ	

８月12日	 県高校新人１次予選	 天竜ボート場
９月６日	 浜松市スポーツ祭	 佐鳴湖漕艇場
９月27日～28日	 県高校新人２次予選	 天竜ボート場
９月28日	 第７回県オータムレガッタ	 天竜ボート場
10月25日	 第３回狩野川レガッタ（ラブリバー狩野川）	 狩野川
11月15日	 Head	of	THE	TENRYU	 天竜ボート場
11月16日	 東海高体連トライアル	 天竜ボート場

【愛知県】
５月31日～６月１日	国体県予選	 愛知池漕艇場
	 ／全日本中学選手権県選考会	
６月21日～22日	 東海高校総体	 愛知池漕艇場
	 ／第46回中部学生選手権	
７月27日	 高浜市民レガッタ	 高浜川特設コース
７月27日	 第14回全国ボートクラブ選手権	 愛知池漕艇場
８月24日	 第19回豊田市民レガッタ	 勘八峡ボートコース
８月３日	 名古屋市民スポーツ祭	 中川運河
８月３日	 第20回東郷町民レガッタ	 愛知池漕艇場
８月30日～31日	 第42回中部選手権	 愛知池漕艇場
10月４日～５日	 県高校新人	 愛知池漕艇場
	 ／第24回マスターズレガッタ	
	 ／第８回ジャパンオープンマスターズ
10月12日	 名古屋レガッタ	 中川運河
10月26日	 第８回ジャパンレディースレガッタ	 愛知池漕艇場
11月２日～３日	 第28回中部高校選抜	 愛知池漕艇場
	 ／第43回中部学生新人	
３月（未定）	 中川運河ロングレース	 中川運河

【三重県】
５月31日～６月１日	県高校総体／東海高校総体県予選	奥伊勢湖漕艇場
	 ／総体県予選／安全講習会
	 ／国体県予選
８月23日～24日	 第42回大台町水上カーニバル	 奥伊勢湖漕艇場
	 ／みえスポーツフェスティバル
９月20日～21日	 県高校新人	 奥伊勢湖漕艇場

【岐阜県】
６月28日～29日	 国体県予選／中濃総体	 川辺漕艇場
７月19日～20日	 国体東海ブロック予選	 川辺漕艇場
８月3日	 第2回川辺清流レガッタ	 川辺漕艇場
９月7日	 デ・レーケ記念交流レガッタ	長良川国際レガッタコース
９月20日～21日	 県高校新人	 川辺漕艇場
９月21日	 第7回岐阜県民スポーツ大会	 川辺漕艇場

近畿地区
【滋賀県】
５月31日～６月1日	 近畿高校ボート選手権	 琵琶湖漕艇場
６月14日	 県民体育大会／国体県予選	 琵琶湖漕艇場
	 ／関西漕艇選手権（中学の部）	
７月５日	 第67回県中学夏季総体	 琵琶湖漕艇場
７月12日～13日	 関西学生新人ナックルレガッタ	 琵琶湖漕艇場
７月19日	 国体	近畿ブロック予選	 琵琶湖漕艇場
８月23日～24日	 第10回県ジュニア選手権	 琵琶湖漕艇場
８月（未定）			 第９回今津レガッタ	 高島市・今津浜
９月15日	 第９回びわ湖市民レガッタ	 琵琶湖漕艇場
９月27日～28日	 第60回中日旗争奪びわ湖レガッタ	 琵琶湖漕艇場
10月17日、26日	 第61回県中学秋季総体	 琵琶湖漕艇場
10月25日	 第13回びわ湖かいつぶりレガッタ	 琵琶湖漕艇場
11月１日	 県高校秋季	 琵琶湖漕艇場
11月15日～16日	 Head	of	THE	Seta	 瀬田川
1月２日	 新春初漕ぎ会	 琵琶湖漕艇場
３月（未定）		 第９回瀬田川ロングレース	 瀬田川

【京都府】
６月15日	 国体府予選／京都選手権	 琵琶湖漕艇場
７月（未定）	 舞浜市民ちゃったレガッタ	 舞鶴市東海岸
９月20日～21日	 第49回京都レガッタ／第34回高校選手権	 琵琶湖漕艇場
10月12日	 第49回京都レガッタ（一般）	 琵琶湖漕艇場
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【大阪府】　
６月7日～8日	 関西漕艇選手権	 大阪府立漕艇センター　
６月22日		 第35回浜寺レガッタ	 大阪府立漕艇センター　
６月22日	 大阪府民大会／国体府予選	大阪府立漕艇センター　
９月６日	 親子ボート体験教室	 桜宮・大川　
９月６日～７日	 第67回大阪シティレガッタ	 桜宮・大川　
未定		 第5回堺・高石市民レガッタ	大阪府立漕艇センター　
11月２日～３日	 高校新人戦	 大阪府立漕艇センター　
11月９日	 第59回大阪レガッタ	 大阪府立漕艇センター　
11月８日～９日	 高校選抜近畿ブロック予選	 大阪府立漕艇センター
11月15日～16日	 近畿地区高校シングルスカルタイムトライアル（6000m）
	 	 大阪府立漕艇センター
１月５日～６日	 第３回中地区ウインターカップ
	 	 大阪府立漕艇センター

【兵庫県】
６月21日～22日	 国体県予選	 加古川市立漕艇センター
７月27日	 第23回城崎レガッタ	 円山川城崎漕艇場
７月26日～27日	 円山川城崎ボートフェスティバル	 円山川城崎漕艇場
７月26日～27日	 第21回加古川市民レガッタ	 加古川漕艇センター
８月10日	 第58回神戸市民レガッタ	 魚崎運河
８月24日	 第５回全国小学生ボート選手権	 浜山運河
８月24日	 スカルボート教室	 加古川漕艇センター
９月（未定）	 第４回洲本川レガッタ	 洲本川河口
９月７日	 スカルレース	 加古川漕艇センター
９月28日	 第４回オータムカップ	 加古川漕艇センター
10月４日～５日	 第55回県高校新人	 円山川城崎漕艇場
10月25日	 HAT神戸ボート教室	 HAT神戸／小野浜水路
10月26日	 HAT神戸レガッタ	 HAT神戸／小野浜水路
10月25日～26日	 全国中学新人	 円山川城崎漕艇場
10月31日～11月２日	第25回関西学生秋季選手権	 加古川漕艇センター
11月９日	 第７回魚崎レガッタ	 魚崎運河
11月９日	 第９回キャナルレガッタ	 兵庫運河
１月12日	 初漕ぎ会	 加古川漕艇センター
３月（未定）	 魚崎アーモンド祭り協賛ボート試乗会	 魚崎運河

【奈良県】
６月15日	 県民スポーツ大会／国体県予選	 月ヶ瀬湖漕艇場
	 ／奈良市民レガッタ

【和歌山県】
９月27日～28日	 県高校新人	 美山漕艇場

中国地区
【鳥取県】
６月21日～22日　	 国体県予選	 錦海ボートコース
	 ／中国地区大会派遣選考会	
７月13日	 第46回米子市民レガッタ	 錦海ボートコース
７月（未定）		 第４回さたでぃナイトレガッタ	 中浜港ボートコース
８月３日	 第42回境港ボートレース大会	 境水道特設コース
８月３日	 第30回鳥取市民レガッタ	 湖山池ボートコース
８月24日		 第15回県民スポレク祭	 錦海ボートコース
８月31日	 第38回県スカル選手権	 錦海ボートコース
９月（未定）			 第８回中海レガッタ	 中浜港ボートコース
９月20日～21日	 湖山レガッタ／県高校新人	 湖山池ボートコース
		 ／高校選抜県予選	
11月1日～2日	 高校選抜中国ブロック予選	 未定
11月（未定）			 ヘッドオブ錦海	 錦海ボートコース
１月２日	 新春初漕ぎ会	 錦海ボートコース

【島根県】
６月15日	 国体県予選	 さくらおろち湖ボートコース
７月～８月	 子供ボート教室	 さくらおろち湖ボートコース
７月19日～20日	 国体中国ブロック予選	 さくらおろち湖ボートコース
８月２日～３日	 第31回松江市民レガッタ	 大橋川特設コース
８月（未定）　	 第14回江津市民ボート教室　	 江の川
８月24日	 第39回江の川市民レガッタ	 江の川特設コース
10月（未定）	 ボートフェスティバル	 さくらおろち湖ボートコース
10月25日～26日	 県高校新人	 さくらおろち湖ボートコース

【岡山県】
６月13日～15日	 第58回中国高校選手権	 百間川ボートコース
６月14日～15日	 第15回中国中学選手権	 百間川ボートコース
６月22日	 国体県予選	 百間川ボートコース
10月12日	 第26回岡山市民レガッタ	 百間川ボートコース
10月25日～26日	 県高校秋季	 百間川ボートコース
	 ／高校選抜県予選	
11月16日	 Head	of	HYAKKENロングレース	 百間川ボートコース
１月11日	 新春初漕ぎ会	 百間川ボートコース

【広島県】
６月1日	 総体県予選	 芦田川漕艇場
６月22日	 国体県予選	 芦田川漕艇場
７月12日、13日、19日、	夏休み小学生ボート教室	 芦田川漕艇場
20日、26日、27日	
８月３日	 第32回芦田川レガッタ	 芦田川漕艇場
	 ／第21回福山市長杯レガッタ	 	
９月（未定）	 第58回中国学生ボート選手権	 芦田川漕艇場
10月26日	 第23回県秋季ボート選手権	 芦田川漕艇場
	 ／第66回県高校新人	
11月９日	 第24回芦田川ロングレース	 芦田川漕艇場
11月23日	 第22回オータムレガッタ	 太田川放水路

【山口県】
６月１日	 春季ボート大会	 豊田湖ボートコース
６月23日	 知事杯／国体県予選	 豊田湖ボートコース
８月31日	 第６回下関市民レガッタ	 豊田湖ボートコース
10月27日	 県体育大会	 豊田湖ボートコース

四国地区
【香川県】
５月31日～６月１日	総体県予選	 府中湖ボートコース
６月13日～15日	 総体四国ブロック予選	 府中湖ボートコース
９月13日～14日	 県高校新人	 府中湖ボートコース

【徳島県】
５月31日		 総体県予選	 沖洲川特設コース
６月22日	 国体県予選（少年）	 沖洲川特設コース

【愛媛県】
５月30日～６月１日	総体県予選	 玉川湖ボートコース
	 ／全国・四国大会県予選	
６月21日～22日	 国体県予選（成年）		 玉川湖ボートコース
６月（予定）	 四国高校大会	 玉川湖ボートコース
６月28日～29日	 四国大学選手権	 玉川湖ボートコース
７月５日～６日	 国体県予選（少年）		 玉川湖ボートコース
７月19日～20日	 国体四国ブロック予選	 玉川湖ボートコース
８月（未定）	 第20回松山市民レガッタ	 佐古ダム
８月24日	 県高校新人（東予）		 玉川湖ボートコース
	 ／県高校新人（中予）
９月20日	 県高校新人（南予）		 鹿野川湖ボートコース
10月31日～11月２日	県高校新人／高校選抜四国予選	 玉川湖ボートコース
11月15日～16日	 四国大学選手権	 玉川湖ボートコース
（開催未定）	 第５回松山大学長杯高校選抜	 会場未定
２月21日～22日	 審判試験・講習会	 愛媛大付属高	
	
【高知県】
８月23日～24日	 第22回四万十川レガッタ	 四万十川ボートコース
	 ／県高校夏季ボート選手権
	 ／高校選抜県大会
11月８日～９日	 第38回高知レガッタ	 国分川特設コース
	 ／県高校秋季
	 ／朝日レガッタ高校予選
１月24日～25日	 県高校冬季	 国分川艇庫
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九州・沖縄地区
【福岡県】
５月31日～６月1日	 第61回九州朝日レガッタ	 遠賀川漕艇場
	 ／遠賀町民レガッタ	
６月1４日～15日	 総体県予選・国体県予選　	 河内貯水池
７月12日～13日	 第41回毎日杯争奪山笠レガッタ	 那珂川特設コース
８月2日	 第18回紫川市民ボートレース大会	 紫川特設コース
	 ／Jrボート教室	
９月21日	 第52回北九州市民体育祭	 紫川特設コース
	 ／Jrボート教室	
10月25日～26日	 第57回県民レガッタ	 河内貯水池
	 ／第28回県高校新人	
11月23日	 第52回福岡市民レガッタ　大濠公園特設コース	

【佐賀県】
６月（未定）	 総体県予選／国体県予選	富士しゃくなげ湖コース
８月（未定）	 サマーレガッタ	 富士しゃくなげ湖コース
８月（未定）		 唐津市民レガッタ	 西の浜
９月（未定）	 オータムレガッタ	 富士しゃくなげ湖コース
10月（未定）	 県高校新人	 松浦川ボートコース
	 ／高校選抜県予選	
３月（未定）	 スプリングレガッタ	 富士しゃくなげ湖コース

【長崎県】
５月31日～６月１日	総体県予選／県民体育大会	 形上湾ボートコース
６月21日～22日	 全九州高校ボート大会	 形上湾ボートコース
10月25日～26日	 県高校新人	 形上湾ボートコース

【熊本県】
５月31日～６月１日	総体県予選	 斑蛇口湖ボート場
６月14日～15日	 国体県予選	 斑蛇口湖ボート場
７月19日～20日	 国体九州ブロック予選	 斑蛇口湖ボート場
７月21日	 ジュニアボート教室／火の国レガッタ	江津湖ボートコース
８月３日	 九州学生レガッタ１		 斑蛇口湖ボート場

８月16日～17日	 第10回室原杯・九州ビギナーズレガッタ	 江津湖ボートコース
９月７日	 県民体育祭（菊池ふれあいレガッタ）	斑蛇口湖ボート場
11月１日～２日	 県下高校大会	 斑蛇口湖ボート場
11月２日	 九州学生レガッタ2		 斑蛇口湖ボート場
11月８日～９日	 高校選抜九州ブロック予選	 斑蛇口湖ボート場
11月９日	 第11回全九州小・中学ボート大会	斑蛇口湖ボート場
11月15日～16日	 全日本ジュニア候補九州地区合同練習	斑蛇口湖ボート場
１月10日～11日	 ウインターズ合同練習	 斑蛇口湖ボート場

【大分県】
９月７日	 県民体育大会	 三隈川特設ボートコース
９月21日	 ひた市民体育大会	 三隈川特設ボートコース
10月25日～26日	 県高校新人	 夜明漕艇場

【宮崎県】
８月３日	 しんとみレガッタ	 富田浜漕艇場
10月26日		 宮崎レガッタ／県高校新人	 富田浜漕艇場
１月４日	 新春初漕ぎ会	 富田浜漕艇場

【鹿児島県】
８月３日	 第23回川内レガッタ	 川内川漕艇場
９月21日	 第68回県民体育大会	 大隅湖ボートコース	
10月26日	 高校選抜県予選／県新人	 大隅湖ボートコース

【沖縄県】
６月１日	 総体県予選／国体県予選	 塩屋湾特設コース
９月（未定）	 第28回塩屋湾レガッタ	 塩屋湾特設コース
	 ／県民体育大会	
10月26日	 県高校新人	 塩屋湾特設コース
12月21日	 第19回室内マシンローイング大会	 県立泡瀬艇庫
３月（未定）	 第18回県ロングレース大会	 沖縄市・中城湾

本欄に掲載されていないレースとボート教室について
は、各都道府県協会にお問い合わせください。
都道府県協会事務局一覧
http	:	//www.jara.or.jp/jara/h25prefectures.html


