
ｽﾀｰﾄ時刻 Bow № クルー名 種目 S B ｽﾀｰﾄ時刻 Bow № クルー名 種目 S B

7:00:00 青１ Korean Rowing Association M2x HAN Dong Hyeon KIM Hyun Tae 7:38:00 赤１ Korean Rowing Association W2x KANG Ji Yun KO Ye Ryeong

7:00:30 青２ ナショナルチームA M2x 栗原 誠和 山尾 圭太 7:38:30 赤２ ナショナルチーム W2x 米川 志保 中条 彩香

7:01:00 青３ ナショナルチームB M2x 櫻間 達也 木村 晶 7:39:00 赤３ ナショナルチームA LW2x 山領 夏実 土屋 愛

7:01:30 青４ Hong Kong China Rowing Association M2x WONG Ho Yin ARDUC Mehmet Emin 7:39:30 赤４ 日本体育大学A W2x 高橋 かほ 坂井 理夏

7:02:00 青５ ナショナルチームA LM2x 佐藤 翔 西村 光生 7:40:00 赤５ ナショナルチームＢ LW2x 瀧本 日向子 高島 美晴

7:02:30 青６ ナショナルチームB LM2x 池田 裕紀 福井 康 7:40:30 赤６ ナショナルチームＣ LW2x 成瀬 歩美 石垣 優香

7:03:00 青７ ナショナルチームC LM2x 浜田 祐太 鎌田 宜隆 7:41:00 赤７ 明治安田生命 W2x 木野田 沙帆子 加藤 笑

7:03:30 青８ ナショナルチームE LM2x 武田 匡弘 宮浦 真之 7:41:30 赤８ 今治造船 W2x 小原 有賀 杉原 参智

7:04:00 青９ ナショナルチームD LM2x 新井 勇大 一瀬 卓也 7:42:00 赤９ 日本体育大学B W2x 小野寺 晴美 板谷越 理咲

7:06:00 青１０ ナショナルチーム M2- 大塚 圭宏 高野 勇太 7:42:30 赤１０ Hong Kong China Rowing Association W2x MAK Cheuk Ying LEUNG Sin Hang

7:06:30 青１１ 戸田中央総合病院ローイングクラブ M2- 勝又 晋一 赤木 貴昭 7:45:00 赤１１ ナショナルチーム W1x 榊原 春奈

7:07:00 青１２ 中部電力A M2- 森﨑 将史 清水 大輔 7:45:30 赤１２ ナショナルチームＣ LW1x 大石　綾美

7:07:30 青１３ 明治安田生命A M2- 中村 澄人 大河原 敦史 7:46:00 赤１３ ナショナルチームA LW1x 上田 佳奈子

7:08:00 青１４ ＮＴＴ東日本A M2- 林 靖晴 渡邉 勝裕 7:46:30 赤１４ ナショナルチームB LW1x 安井 咲智

7:08:30 青１５ 中部電力B M2- 吉原 至 奥村 武 7:47:00 赤１５ 明治大学B W1x 西田 結惟

7:09:00 青１６ 明治安田生命B M2- 中田 悠介 是澤 祐輔 7:47:30 赤１６ 中部電力 W1x 宮住 真奈

7:09:30 青１７ ＮＴＴ東日本B M2- 坂上 煕英 杉崎 高久 7:48:00 赤１７ 中央大学 W1x 長縄 由依

7:10:00 青１８ 東レ滋賀 M2- 福田 海人 槻木 裕太 7:48:30 赤１８ 明治大学A W1x 松村 美音

7:10:30 青１９ 関西電力美浜 M2- 荒木 祐作 田中 雅人 7:49:00 赤１９ 関西電力小浜A W1x 河原 孝多

7:11:00 青２０ 中部電力C M2- 植村 篤希 川浦 慎平 7:49:30 赤２０ デンソー W1x 上総 香子

7:11:30 青２１ 中部電力D M2- 駒井 宏昭 林 真幸 7:50:00 赤２１ 日本体育大学A W1x 宮本 公香

7:12:00 青２２ 中央大学A M2- 久保 如竹 岡田 直樹 7:50:30 赤２２ 富山国際大学A W1x 中島 茉莉愛

7:12:30 青２３ 一橋大学A M2- 岩元 優典 高橋 仁志 7:51:00 赤２３ 立教大学 W1x 櫻井 菜々

7:13:00 青２４ 日本大学A M2- 松井 海修 瀬戸 淳也 7:51:30 赤２４ 北陸電気工業 W1x 滝澤 明日花

7:13:30 青２５ 立命館大学 M2- 武長　省吾 福田 将 7:52:00 赤２５ 日本体育大学B W1x 浜中 愛生

7:14:00 青２６ 東北大学 M2- 松井 壮汰 牛田 和奏 7:52:30 赤２６ Hong Kong China Rowing Association W1x TSAI Ching Yi

7:14:30 青２７ 中央大学B M2- 石塚 慎之助 是谷 有輝 7:53:00 赤２７ トヨタ自動車 W1x 渡邊 夏帆

7:15:00 青２８ 一橋大学B M2- 黒川 尚暉 田村 航 7:53:30 赤２８ 富山国際大学B W1x 日高 彩乃

7:15:30 青２９ 日本大学B M2- 阿部 杏輔 中西 諒 7:54:00 赤２９ 関西電力小浜B W1x 村松 奈織

7:16:00 青３０ Hong Kong China Rowing Association M2- HO Chak Lung YIP Chun Kit

7:16:30 青３１ 中央大学C M2- 石橋 圭二郎 柏木 裕葵

7:17:00 青３２ 中央大学D M2- 飯田 健士朗 田畑 将太郎

7:17:30 青３３ 日本体育大学 M2- 高野 亮介 坂本 大智

7:20:00 黄１ ナショナルチーム M1x 荒川 龍太

7:20:30 黄２ 東レ滋賀 M1x 石田 尚也

7:21:00 黄３ ナショナルチームC LM1x 伊藤 大生

7:21:30 黄４ 戸田中央総合病院ローイングクラブ LM1x 小林 雅人

7:22:00 黄５ 明治大学 LM1x 古田 直輝

7:22:30 黄６ 日本紙パルプ商事 M1x 長田 敦

7:23:00 黄７ 日本体育大学A M1x 遠山 秀雄

7:23:30 黄８ ＮＴＴ東日本 M1x 中溝 朝善

7:24:00 黄９ 明治安田生命 M1x 高橋 修

7:24:30 黄１０ 関西電力美浜B M1x 武田 和樹

7:25:00 黄１１ 中部電力A M1x 川畑 元樹

7:25:30 黄１２ トヨタ紡織 M1x 阿部 大貴

7:26:00 黄１３ チョープロ M1x 中島 希世紀

7:26:30 黄１４ 中部電力B M1x 宮竹 勇輔

7:27:00 黄１５ 明治大学A M1x 菊池 渉太

7:27:30 黄１６ トヨタ自動車A M1x 武山 浩之

7:28:00 黄１７ 日本大学C M1x 石原 晶太

7:28:30 黄１８ 明治大学B M1x 大原 良太

7:29:00 黄１９ 日本体育大学B M1x 大輪 龍斗

7:29:30 黄２０ 日本大学E M1x 木村 太一

7:30:00 黄２１ トヨタ自動車B M1x 藤森 佐夢

7:30:30 黄２２ 富山国際大学A M1x 及川　城

7:31:00 黄２３ トヨタ自動車C M1x 坂口 慧

7:31:30 黄２４ 日本大学A M1x 河津 蒼摩

7:32:00 黄２５ 明治大学C M1x 太田 貴明

7:32:30 黄２６ 一橋大学Ａ M1x 須藤 裕人

7:33:00 黄２７ 成蹊大学 M1x 伏木 幹太

7:33:30 黄２８ 日本体育大学C M1x 六平 人

7:34:00 黄２９ 富山国際大学B M1x 中川 祥平

7:34:30 黄３０ 日本大学D M1x 佐藤 樹

7:35:00 黄３１ 日本大学B M1x 中里 優太

Japan Cup　5月18日（金）1900m タイムトライアル　スタートリスト


