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▶︎北海道・東北地区
【北海道】	 	
７月～８月	 函館市民ボート教室	 未定
７月22日、８月４日　札幌ボート教室	 茨戸川ボートコース
７月７日	 七夕レガッタ	 茨戸川ボートコース
７月８日	 第40回苫小牧市民レガッタ	 白鳥湖
７月13日～ 15日	国体北海道ブロック予選	茨戸川ボートコース
７月29日	 第34回稚内市民レガッタ	 声問川
７月29日	 第38回小樽潮まつり市民レガッタ
	 （体験ボート教室）	 小樽築港ベイエリア
８月５日	 第50回全日本歯科学生総合体育大会（歯学体）	
	 	 茨戸川ボートコース
８月５日	 副港ボートレース	 稚内第１副港
８月未定	 第35回網走ボートまつり	網走セントラルホテル
８月12日	 第56回北海道大・小樽商科大定期戦	
	 	 ペケレットコース
８月19日	 第40回北海道新聞社社内レガッタ
	 	 茨戸川ボートコース
９月１日	 第22回石狩市民レガッタ	茨戸川ボートコース
９月２日	 第13回札幌ボート協会遠漕	 茨戸川
９月９日	 第10回おたるスポーツフェティバルボート教室	 未定
９月16日	 第59回札幌市民レガッタ/第８回新人
	 	 茨戸川ボートコース
９月未定	 第53回小樽市民体育大会/納会レガッタ	
	 	 小樽築港ベイエリア
９月21日～ 23日	第73回道選手権/第38回道高校新人/
	 高校選抜道予選/第４回道マスターズ	
	 	 茨戸川ボートコース
９月30日	 稚内遠漕会/秋季審判講習会	 声問川
10月未定	 全国マシンローイング（MR）北海道A大会	函館（未定）
10月～ 11月	 小学校ボート教室	 小樽市（未定）
11月３日、４日	 第28回Head	of	the	BARATO	 茨戸川ボートコース
11月11日	 艇庫しまい	 茨戸川ボートコース
３月（未定）	 釧路MR大会				 釧路（未定）
【青森県】
７月29日	 第20回まさかりレガッタ	 新田名部川ボートコース
９月15日、16日	 県秋季/朝日杯争奪/県高校新人	
	 	 新田名部川ボートコース
１月８日	 全国MR県B大会	 未定
【岩手県】
８月10日、11日	 第62回東日本医科学生総合体育大会（東医体）	
	 /第20回保健医療系学生レガッタ（医レガ）	
	 	 田瀬湖ボート場
８月未定	 県高校新人/高校選抜県予選	田瀬湖ボート場
10月19日～ 21日	第33回東北高校選抜/高校選抜東北ブロック予選		
	 	 田瀬湖ボート場
１月（未定）	 全国MR県B大会	 未定
【宮城県】
７月13日～15日	 国体東北ブロック/第45回東北総体	アイエス※
９月１日、２日	 第55回県高校新人/第33回東北高校選抜県予選		
	 	 アイエス※
10月28日	 第30回富永記念杯石巻レガッタ	 北上川ボートコース
９月23日	 第29回長沼レガッタ	 アイエス※
10月27日、28日	 第17回長沼ローイングマラソン大会	 アイエス※
12月２日	 全国MR東北A大会/県MR大会	 仙台大学体育館
１月２日	 第61回石巻初漕会	 北上川ボートコース
１月12日	 第28回迫初漕会	 アイエス※
	 	 ※アイエス総合ボートランド
【秋田県】
７月～９月	 ボート教室（毎週月曜日、20回）	 大潟漕艇場
７月28日	 大潟村サマーレガッタ	 大潟漕艇場
８月26日	 県高校新人	 大潟漕艇場
９月９日	 子吉川レガッタ（第39回由利本荘市民ボート大会）		
	 	 子吉川ボート場
11月18日	 全国MR県B大会	 ボートプラザアクアパル
【山形県】
７月～ 10月	 ジュニアボート体験プログラム（５回）	 未定
８月11日	 山形ドリームキッズトライアウト	山形市（未定）
９月8日、9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（酒田市民レガッタ）	
	 	 京田川ボートコース
11月（未定）	 京田川ロングレース	 京田川ボートコース
１月（未定）	 全国MR県B大会	 未定
【福島県】
８月５日	 第11回喜多方シティレガッタ	 荻野漕艇場
９月７日～９日	 県高校新人	 荻野漕艇場
９月15日	 ＮＴＴ東日本ボート教室	 荻野漕艇場
11月（未定）	 全国MR県B大会	 荻野漕艇場

▶︎関東地区	 	
【茨城県】
７月21日、22日	 国体関東ブロック予選	 潮来ボートコース
９月１日	 県選手権	 潮来ボートコース
11月３日	 県新人戦（石山杯レガッタ）潮来ボートコース
12月８日	 榊原杯遠漕レース	 常陸利根川
１月19日	 県MR大会	 潮来市立ボートセンター
【栃木県】
８月５日、19日	 ボート教室	 谷中湖
１月未定	 県MR大会	 （未定）
【群馬県】
７月	 千代田町ボート教室（隔週土日）	 利根大堰
８月５日	 第27回千代田町民レガッタ	 利根大堰
９月～ 10月	 館林市ボート教室（隔週日曜）	 館林城沼
12月15日	 県MR大会/安全講習会	 城沼体育館
【埼玉県】
未定	 ボート＆カヌー体験教室	 彩湖
未定	 第13回Head	of	the	ARA	 荒川
【千葉県】
７月８日	 第11回香取市民レガッタ	 黒部川特設コース
９月２日	 県民体育大会	 小見川ボート場
９月15日	 県高校新人	 小見川ボート場
【東京都】
９月未定	 第５回江戸川区民レガッタ	 旧中川
10月未定	 江戸川区民まつりエルゴ教室	 磯崎公園
10月未定	 世田谷区民スポーツまつりエルゴ教室	
	 	 世田谷区立総合運動場
11月４日	 第15回多摩川レガッタ	 多摩川
３月未定	 東すみだレガッタ	 旧中川
毎月１回	 隅田川ローイングクラブ「東墨田ボート教室」	
	 	 旧中川
毎月１回	 葛飾区ボート連盟「水元公園ボート教室」	 水元公園
７月７日、８月４日、９月１日、10月６日	
	 江戸川区ボート協会「ふれあいボート教室」	旧中川
７月８日、21日、22日、８月25日、26日、９月15日、16日、
10月７日、８日、27日、28日、11月４日	
多摩川でボートを楽しむ会「ボート教室・漕ごう会」	多摩川ガス橋付近河川敷
【神奈川県】
７月１日	 横浜市民ボートレース	 鶴見川漕艇場
８月５日	 相模湖ボート教室	 相模湖漕艇場
８月12日、	９月９日　初心者ボート教室	 鶴見川漕艇場
８月19日	 鶴見川クリーンアップ作戦	 鶴見川漕艇場
９月15日	 県高校新人	 相模湖漕艇場
９月16日、17日	 第62回相模湖レガッタ	 相模湖漕艇場
９月30日	 第23回相模原市民レガッタ	 相模湖漕艇場
10月８日	 横浜スポーツ・レクフェスティバル	鶴見川漕艇場
10月28日	 横浜市民体育大会/JOC杯/NOC杯	鶴見川漕艇場
11月25日、26日	 安全講習会	 鶴見川漕艇場
11月18日	 第16回宮ヶ瀬湖紅葉レガッタ	 宮ヶ瀬湖カヌー場
12月２日	 第17回横浜ボートマラソン	 鶴見川漕艇場
１月未定	 新春初漕ぎ会	 鶴見川漕艇場
１月未定	 全国MR横浜市B大会/市MR大会	 未定
【山梨県】
８月未定	 県高校１年生大会	 河口湖漕艇場
９月１日、２日	 第38回河口湖レガッタ	 河口湖漕艇場

▶︎北信越地区	 	
【新潟県】	 	
７月14日、15日	 国体北信越ブロック予選	 津川漕艇場
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８月19日	 県スカル選手権	 津川漕艇場
９月２日	 阿賀野川レガッタ	 津川漕艇場
９月９日	 佐渡レガッタ	 佐渡・加茂湖
９月15日、16日	 県高校秋季	 津川漕艇場
11月３日	 阿賀町津川ロングレース	 津川漕艇場
11月未定	 信濃川レガッタ	 信濃川
12月８日	 全国MR県B大会	 津川漕艇場
12月23日	 ワットバイクトライアウト新潟大会2018		
	 	 デンカビッグスワンスタジアム
３月未定	 新潟大対金沢大定期戦	 信濃川
【長野県】
7月28日、８月11日　ボート・カヌー体験会	 下諏訪町漕艇場
８月18日、19日	 第46回中部選手権	 下諏訪町漕艇場
９月９日	 第37回下諏訪レガッタ	 下諏訪町漕艇場
９月15日	 県高校新人	 下諏訪町漕艇場
11月11日	 漕ぎ納めの会	 下諏訪町漕艇場
11月17日	 高校諏訪湖ロングレース	 下諏訪町漕艇場
12月２日	 全国MR県B大会/第20回県MR大会	 下諏訪体育館
【富山県】
８月25日、26日	 第６回桂湖2000mトライアルレース	 桂湖ボートコース
９月16日	 県高校新人	 富山県漕艇場
10月14日	 第20回神通峡レガッタ	 富山県漕艇場
１月26日	 全国MR県B大会	 アイザック体育館
【石川県】
７月１日	 U15津幡レガッタ	 津幡漕艇場
８月19日、20日	 つばたレガッタ	 津幡漕艇場
９月16日	 北國レガッタ/県高校新人/県中学新人	 津幡漕艇場
11月11日	 第９回Head	of	the	TSUBATA	 津幡漕艇場
１月20日	 全国MR県B大会	 津幡南中体育館
【福井県】
７月１日	 第31回美浜町民レガッタ	 久々子湖漕艇場
９月30日～ 10月３日　福井国体	 久々子湖漕艇場
12月９日	 全国MR北信越A大会	 美浜町総合体育館
３月23日～ 25日	全国中学選抜	 久々子湖漕艇場

▶︎東海地区
【静岡県】	 	
８月４日	 しずおかスポーツフェスティバル（東部）	門池
８月11日	 県高校新人１次予選	 天竜ボート場
９月２日	 浜松市スポーツ祭	 佐鳴湖漕艇場
９月15日、16日	 県高校新人２次予選/第11回オータムレガッタ	
	 	 天竜ボート場
11月４日	 第５回狩野川レガッタ（ラブリバー狩野川）	狩野川
１月20日	 全国MR県B大会/県MR大会	佐鳴湖漕艇場/沼津東高
１月未定	 浜松医科大対山梨大医学部交流戦	佐鳴湖漕艇場
３月22日～ 24日	全国高校選抜	 天竜ボート場
７月～ 11月に毎月１～２回　浜松ボートクラブ佐鳴会
	 「小学生ボート教室」	 佐鳴湖漕艇場
【愛知県】
７月～ 10月	 豊田市民ボート教室	 勘八峡ボートコース
７月14日、15日	 中部学生選手権	 愛知池漕艇場
７月30日～８月２日　全日本高校選手権	 愛知池漕艇場
８月５日	 第24回東郷町民レガッタ	 愛知池漕艇場
８月26日	 第23回豊田市民レガッタ	勘八峡ボートコース
８月未定	 第20回高浜市民レガッタ	 高浜川特設コース
９月15日	 トヨタ紡織-デンソー社内レガッタ	愛知池漕艇場
９月16日	 トヨタ自動車部内レガッタ	 愛知池漕艇場
10月13日、14日	 県高校新人/第28回マスターズレガッタ/
	 第12回ジャパンオープンマスターズ/
	 第18回全国ボートクラブ選手権	 愛知池漕艇場
10月27日、28日	 第32回中部高校選抜/第47回中部学生新人	 愛知池漕艇場
11月３日	 中部電力社内レガッタ	 愛知池漕艇場
11月４日	 第12回ジャパンレディースレガッタ	愛知池漕艇場
11月未定	 高浜ロングレガッタ交流会	 高浜川
11月未定	 南山大対愛知教育大対大同大定期戦	 庄内川
11月未定	 名古屋大対名古屋工業大新人戦	 庄内川
12月23日	 全国MR東海A大会/第59回県MR大会	東郷町体育館
１月13日	 全国MR県B大会/第60回県MR大会	東郷町体育館
３月24日	 中川運河ロングレース	 中川運河
３月未定	 名古屋大対名古屋工業大対校戦	 庄内川

【三重県】
８月26日	 第39回大台町水上カーニバル/
	 みえスポーツフェスティバル	奥伊勢湖漕艇場
９月15日、16日	 県高校新人	 奥伊勢湖漕艇場
12月23日	 県MR大会	 メッセウィング三重
【岐阜県】
７月14日、15日	 国体東海ブロック予選	 川辺漕艇場
７月15日、16日	 全日本中学選手権	長良川国際レガッタコース
８月５日	 第６回かわべ清流レガッタ	 川辺漕艇場
８月17日～ 19日	西日本医科学生総合体育大会ボート競技（西医体）/
	 第22回メディカルレガッタ	 川辺漕艇場
９月９日	 第23回デ・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15日、16日	 県高校新人/県民スポーツ大会	 川辺漕艇場
１月未定	 新春初漕ぎ会	 長良川国際レガッタコース
１月20日	 県MR大会	 川辺中央公民館

▶︎近畿地区	 	
【滋賀県・京都府】
７月15日	 近畿医学部学生体育大会ボート競技	琵琶湖漕艇場
７月21日	 東レ社内レガッタ	 琵琶湖漕艇場
７月28日	 滋賀銀行行内レガッタ	 琵琶湖漕艇場
７月29日	 舞鶴市ちゃったレガッタ	 舞鶴市東海岸
８月25日、26日	 県ジュニア選手権	 琵琶湖漕艇場
９月５日、６日	 関西新人１xレガッタ	 琵琶湖漕艇場
９月８日、９日	 びわこ市民レガッタ	 琵琶湖漕艇場
９月15日、16日	 第27回全国市町村交流レガッタ	琵琶湖漕艇場
９月22日、23日	 第64回中日旗争奪びわ湖レガッタ	琵琶湖漕艇場
10月６日	 第17回びわ湖かいつぶりレガッタ	琵琶湖漕艇場
10月14日	 第53回京都レガッタ（一般）	 琵琶湖漕艇場
10月27日	 第53回京都レガッタ（高校）/府高校選手権/県高校秋季		
	 	 琵琶湖漕艇場
11月10日	 ふれあいレガッタ	 琵琶湖漕艇場
11月11日	 第21回堀川レガッタ	 琵琶湖漕艇場
11月17日	 龍谷レガッタ	 琵琶湖漕艇場
11月18日	 Rit’sレガッタ	 琵琶湖漕艇場
11月23日～ 24日	Head	of	The	Seta	2018	 瀬田川
12月未定	 安全講習会	 未定
１月２日	 新春初漕ぎ会	 瀬田川
１月20日	 全国MR近畿A大会	 ウカルちゃんアリーナ
３月未定	 第12回瀬田川ロングレース
毎週土曜	 瀬田漕艇倶楽部「ジュニアボート教室」	瀬田漕艇倶楽部
【大阪府】
７月15日	 国体近畿ブロック予選	 大阪府立漕艇センター
８月11日、12日	 関西選手権	 大阪府立漕艇センター
10月21日	 高浜市民レガッタ	 大阪府立漕艇センター
10月14日	 日本郵船社内レガッタ	大阪府立漕艇センター
10月27日、28日	 府高校新人	 大阪府立漕艇センター
11月３日、４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10日、11日	 近畿高体連6000mトライアル	大阪府立漕艇センター
１月５日、６日	 第７回近畿ウィンターズカップ	大阪府立漕艇センター
未定	 第63回大阪レガッタ	 大阪府立漕艇センター
未定	 大阪府立大対大阪工業大定期戦	大阪府立漕艇センター
【兵庫県】
７月16日、22日、29日、８月４日
	 HAT神戸ボート教室魚崎会場	 魚崎運河
７月21日、22日	 第27回城崎ボートフェスティバル	 円山川城崎漕艇場
８月４日、５日	 第25回加古川市民レガッタ	加古川市立漕艇センター
８月８日、９日	 夏休みボート体験教室	 加古川市立漕艇センター
８月25日	 関西熱化学レガッタ	加古川市立漕艇センター
８月26日	 スカル教室	 加古川市立漕艇センター
８月26日、９月２日、10月14日	
	 HAT神戸ボート教室HAT神戸会場	 小野浜（HAT神戸）
９月９日	 第６回加古川ボート協会会長杯	 	
	 	 加古川市立漕艇センター
９月９日	 第８回洲本川レガッタ	 洲本川
９月16日	 魚崎・神戸市民レガッタ	 魚崎運河
９月29日、30日	 第27回全国中学新人	 円山川城崎漕艇場
10月６日、７日	 第59回県高校新人	 円山川城崎漕艇場
10月14日	 第９回KAKOGAWAオータムカップ	
	 	 加古川市立漕艇センター
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10月21日	 HAT神戸レガッタ	 小野浜（HAT神戸）
11月２日～４日	 第29回関西学生秋季選手権	 加古川市立漕艇センター
12月26日	 全国MR県B大会	 浜山小学校
１月14日	 新春初漕ぎ会	 加古川市立漕艇センター
未定	 兵庫キャナルレガッタ	 兵庫運河
未定	 魚崎アーモンド祭りボート体験教室	魚崎運河
【奈良県】
予定終了	 	
【和歌山県】	 	
９月8日、9日	 県高校新人	 美山漕艇場

▶︎中国地区	 	
【鳥取県】	 	
７月１日	 第34回鳥取市民レガッタ	湖山池ボートコース
７月１日	 第19回県民スポレク祭/第73回県民体育大会		
	 	 湖山池ボートコース
７月７日	 鳥取大学内レガッタ	 湖山池ボートコース
７月８日	 第50回米子市民レガッタ	 錦海ボートコース
７月22日	 第46回境港市ボートレース	 中浜港ボートコース
８月18日、19日	 第41回県スカル選手権	 錦海ボートコース
９月２日	 第４回中海・第３回宍道湖
	 小中学生交流レガッタ	 錦海ボートコース
10月27日、28日	 湖山レガッタ/県高校新人/高校選抜予選	
	 	 湖山池ボートコース
10月未定	 鳥取大医学部学内レガッタ	錦海ボートコース
12月22日、23日	 全国MR県B大会	 県艇庫（米子・湖山池）
１月２日	 新年初漕ぎ会	 錦海/湖山池ボートコース
１月未定	 第23回県MR大会	 県艇庫（米子・湖山池）
【島根県】	 	
８月４日、５日	 第35回松江市民レガッタ	 大橋川
８月26日	 第42回江の川市民レガッタ	 江の川
10月20日、21日	 県高校新人	 さくらおろち湖
11月４日、５日	 高校選抜中国ブロック予選	 さくらおろち湖
【岡山県】	 	
10月７日	 第31回岡山市民レガッタ	百間川ボートコース
10月８日	 岡山大津島レガッタ	 百間川ボートコース
10月20日、21日	 県高校秋季/高校選抜県予選	 百間川ボートコース
11月18日	 Head	of	HYAKKENロングレース	百間川ボートコース
12月９日	 全国MR県B大会	 百間川ボートコース
１月６日	 新春初漕ぎ会	 百間川ボートコース
毎週末	 岡山ジュニアRC「ジュニアボート教室」	 百間川ボートコース
【広島県】	 	
９月23日	 第62回中国学生ボート選手権	 芦田川漕艇場
10月14日	 第36回芦田川レガッタ/第24回福山市長杯レガッタ	 	
	 	 芦田川漕艇場
10月21日	 第27回県秋季選手権/第70回県高校新人	
	 	 芦田川漕艇場
11月11日	 第27回芦田川ロングレース	 芦田川漕艇場
11月25日	 第26回オータムレガッタ	 太田川放水路
12月８日	 全国MR県B大会	 未定
【山口県】	 	
７月14日、15日	 国体中国ブロック予選/中国５県対抗ボート競技会	
	 	 豊田湖ボートコース
７月15日、８月５日、９月９日　ボート教室	小野湖特設コース
８月26日	 第11回下関市民レガッタ	豊田湖ボートコース
10月20日、21日	 県体育大会	 豊田湖ボートコース
11月４日、５日	 高校選抜中国ブロック予選	 豊田湖ボートコース

▶︎四国地区	 	
【香川県】	 	
7月7日、8日	 四国インカレ	 府中湖ボートコース
９月15日、16日	 県高校新人	 府中湖ボートコース
11月24日	 全国MR四国A大会	 坂出市立体育館
【徳島県】	 	
予定終了	 	
【愛媛県】	 	
７月７日、８日	 国体県予選（少年）	 玉川湖ボートコース
７月21日、22日	 国体四国ブロック予選	 玉川湖ボートコース
８月19日	 第24回松山市民レガッタ	 佐古ダム
９月２日	 県高校新人（南予）	 鹿野川湖ボートコース
９月２日	 県高校新人（東予/中予）	玉川湖ボートコース
10月26日～ 28日	高校選抜四国ブロック予選/県高校新人	 玉川湖ボートコース

11月10日、11日	四国高体連6000mトライアル	 玉川湖ボートコース
11月未定	 四国大学選手権	 玉川湖ボートコース
１月27日	 全国MR県B大会	 東温市トレーニングセンター
２月16日、17日	 審判講習会	 愛媛大学附属高校
【高知県】	 	
８月25日、26日	 第26回四万十川レガッタ/県高校夏季/
	 高校選抜県予選/初心者ボート教室
	 	 四万十川ボートコース
11月10日、11日	 第42回高知レガッタ/県高校秋季/
	 朝日レガッタ高校予選	 国分川
１月19日	 県MR大会/県高校冬季	 未定

▶︎九州・沖縄地区
【福岡県】	 	
７月８日	 山笠レガッタ	 那珂川or香椎浜
８月４日	 第22回紫川市民ボートレース/Jrボート教室		
	 	 紫川特設コース
９月23日	 第56回北九州市民レガッタ/Jrボート教室	瀬板貯水池
10月７日	 アイランドレガッタ	 香椎浜
10月20日、21日	 第60回県民レガッタ/第31回県高校新人	 河内貯水池
11月23日	 第55回福岡市民レガッタ	大濠公園特設コース
12月23日	 全国MR県B大会	 遠賀町コミュニティセンター
１月未定	 新春初漕ぎ会	 紫川特設コース
【佐賀県】	 	
８月18日、19日	 サマーレガッタ	 富士しゃくなげ湖コース
10月20日、21日	 県高校新人/ALL佐賀新人	 富士しゃくなげ湖コース
10月27日、28日	 オータムレガッタ	 富士しゃくなげ湖コース
11月～３月	 水上1x記録会4000m（月2日）、
	 ボート体験会（月1回）	 松浦川
３月９日、10日	 スプリングレガッタ	富士しゃくなげ湖コース
【長崎県】	 	
９月未定	 小中生体験教室	 大村城南高
10月20日、21日	 県高校新人	 形上湾ボート場
12月23日	 全国MR県B大会	 大村城南高
【熊本県】	 	
７月15日	 ジュニアボート教室	 江津湖
７月16日	 火の国レガッタ	 江津湖
７月22日	 県民体育祭（菊池ふれあいレガッタ）	 斑蛇口湖ボート場
８月18日、19日	 コッコファームカップレガッタ2018（第14回九州
	 ビギナーズレガッタ）	 斑蛇口湖ボート場
９月未定	 熊本大対熊本学園大定期戦	 江津湖
10月20日、21日	 県高校大会	 斑蛇口湖ボート場
11月３日、４日	 高校選抜九州ブロック予選/九州学生レガッタ		
	 	 斑蛇口湖ボート場
12月９日	 全国MR県B大会	 熊本学園大学付属中
１月３日	 初漕ぎ会	 江津湖
１月４日～６日	 ウインターズレガッタ	 斑蛇口湖ボート場
１月28日	 全国MR県B大会	 熊本学園大学付属中
３月30日、31日	 九州・山口医科学生体育大会ボート競技	斑蛇口湖ボート場
【大分県】	 	
８月26日	 日田市民体育大会	 三隈川特設ボートコース
９月９日	 県民体育大会	 三隈川特設ボートコース
10月20日、21日	 県高校新人	 夜明漕艇場
12月８日	 全国MR九州ブロックA大会	 日田市中城体育館
【宮崎県】	 	
８月５日	 しんとみレガッタ	 富田浜漕艇場
８月25日、26日	 県高校１年生大会	 小林市小野湖
10月19日、20日	 県高校新人	 小林市小野湖
12月2日	 全国MR県B大会	 高鍋高校武道場
1月未定	 新春初漕ぎ会	 富田浜漕艇場
【鹿児島県】	 	
７月14日、15日	 国体九州ブロック予選	 輝北ダム特設ボートコース
９月16日	 県民体育大会	 輝北ダム特設ボートコース
10月20日、21日	 高校選抜県予選/県高校新人	
	 	 輝北ダム特設ボートコース
12月22日	 全国MR県B大会	 川内商工高校
【沖縄県】	 	
10月21日	 県高校新人	 塩屋湾特設コース
11月25日	 塩屋湾レガッタ/県民体育大会	 塩屋湾特設コース
12月22日	 県MR大会	 県立泡瀬艇庫
３月30日	 県ロングレース大会	 沖縄市・中城湾

※MR：マシンローイング


