
◆北海道・東北ブロック
【北海道】
６月13日～16日第73回道高校選手権/総体道予選 茨戸ボートコース
６月29日,30日 第47回朝日茨戸レガッタ 茨戸ボートコース
【青森県】
５月11日,12日 春季大会（むつ市長杯） 新田名部川ボートコース
６月１日,２日 県高校総体/総体県予選 新田名部川ボートコース
【岩手県】
５月19日 第71回盛岡市民体育大会 御所湖レガッタコース
５月31日,
６月１日

総体県予選 錦秋湖ボート場

６月29日,30日県民体育大会/国体県予選 御所湖レガッタコース
【宮城県】
５月11日～13日高体連合同記録会 アイエス※
６月１日,２日 県高校総体/総体県予選/

東北選手権県予選/国体県予選
アイエス※

６月29日,30日 第28回河北レガッタ2000
/第24回東北中学大会

アイエス※

※アイエス総合ボートランド
【秋田県】
５月31日,
６月１日

県高校総体/総体県予選 大潟漕艇場

６月30日 県民体育大会/国体県予選 大潟漕艇場
【山形県】
５月25日,26日国体県予選/県選手権 京田川ボート場
６月８日,９日県高校総体/総体県予選 京田川ボート場
６月21日～23日 東北選手権/東北高校選手権 京田川ボート場
【福島県】
６月１日,２日 県高校総体/総体県予選 荻野漕艇場
６月８日,９日 県民体育大会/国体県予選 荻野漕艇場

◆関東ブロック
【茨城県】
４月14日 大久保杯レガッタ 潮来ボートコース
６月15日 県高校総体/総体県予選/国体県予選 潮来ボートコース
６月30日 ITAKO City Regatta/関東中学選手権 潮来ボートコース
【栃木県】
６月９日 国体県予選/総体県予選 谷中湖
【群馬県】
５月（未定） 総体県予選/国体県予選 館林城沼
６月～７月 千代田町ボート教室（各週土日）利根大堰
【埼玉県】
未定 ボート＆カヌー体験教室 彩湖
【千葉県】
４月21日 関東高校総体県予選 小見川ボート場
６月９日 県高校総体/総体県予選

/国体県予選
小見川ボート場

６月30日 第14回香取市民レガッタ 小見川ボート場
【東京都】
４月～６月 隅田川ローイングクラブ

「東墨田ボート教室」（毎月１回）
旧中川

４月～６月 多摩川でボートを楽しむ会
「教室・漕ごう会」（毎月１回）

多摩川

４月６日,５月
４日,６月１日

江戸川区ボート協会
「ふれあいボート教室」

旧中川

【神奈川県】
４月７日 第55回神奈川レガッタ 相模湖漕艇場

４月14日,５月
12日,６月９日

初心者ボート教室 鶴見川漕艇場

４月21日 安全講習会 鶴見川漕艇場
５月６日 JBC杯争奪レガッタ 鶴見川漕艇場
５月19日 相模湖ボート教室① 相模湖漕艇場
６月８日,９日国体県予選 相模湖漕艇場
６月15日,16日県高校総体 相模湖漕艇場
６月30日 相模湖ボート教室② 相模湖漕艇場
【山梨県】
５月８日 県高校総体 河口湖漕艇場
６月15日 総体県予選/県体育祭り 河口湖漕艇場

◆北信越ブロック
【新潟県】
５月３日 やすらぎバーチャルローイング大会 信濃川やすらぎ堤
５月４日,５日県高校大会（春季） 津川漕艇場
６月１日,２日県高校総体/総体県予選

/国体県予選
津川漕艇場

【長野県】
４月14日 第43回諏訪湖ロングレース 下諏訪町漕艇場
４月27日 南信高校総体 下諏訪町漕艇場
５月18日,19日第42回信毎諏訪湖レガッタ

/第20回全国ナックルフォア大会
下諏訪町漕艇場

６月１日 県高校総体/総体県予選/
国体県予選/県中学選手権

下諏訪町漕艇場

【富山県】
４月～９月 小学生ボート教室（毎週日曜日）富山県漕艇場
６月１日,２日県民体育大会/県高校総体

/総体県予選
富山県漕艇場

６月15日,16日北信越高校総体 富山県漕艇場
（未定） 南砺市民大会（桂湖レガッタ） 桂湖漕艇場
【石川県】
４月28日 河北潟ロングレース 津幡漕艇場
６月２日,３日第52回北陸中日レガッタ/

県高校総体/県中学選手権
津幡漕艇場

６月23日 金沢市民レガッタ 津幡漕艇場
６月30日 U15津幡レガッタ/県民体育大会 津幡漕艇場
【福井県】
５月25日,26日県高校総体（春季） 久々子湖漕艇場
６月22日,23日福井レガッタ/県民スポーツ祭 久々子湖漕艇場

◆東海ブロック
【静岡県】
４月６日,７日わかふじレガッタ/総体県１次予選 天竜ボート場
５月12日 五月レガッタボートフェスティバル（西部）佐鳴湖漕艇場
５月18日,19日総体県２次予選 天竜ボート場
５月26日,27日国体県予選（少年） 佐鳴湖漕艇場
６月２日,３日国体県予選（成年） 佐鳴湖漕艇場
６月９日 県選手権/U15佐鳴湖ジュニアレガッタ 佐鳴湖漕艇場
６月30日 ボートフェスティバルin天竜 天竜ボート場
６月22日,23日東海高校総体 佐鳴湖漕艇場
【愛知県】
４月19日～21日第64回中日本レガッタ 愛知池漕艇場
５月25日,26日県高校総体/総体県予選 愛知池漕艇場
６月８日,９日国体県予選/中学選手権県選考

/中部学生選手権
愛知池漕艇場

６月22日 トヨ紡デンソー社内レガッタ 愛知池漕艇場
６月23日 トヨタ自動車社内レガッタ 愛知池漕艇場

from JARA

2019年４月～６月全国レガッタ・ボート教室スケジュール （予定）



【三重県】
５月25日,26日 国体県予選 奥伊勢湖漕艇場
６月１日,２日 総体県予選 奥伊勢湖漕艇場
【岐阜県】
４月28日,29日第37回岐阜レガッタ

/第１回岐阜パラレガッタ
川辺漕艇場

５月12日 木曽三川交流レガッタ 長良川国際レガッタコース
５月25日,26日県高校総体/総体県予選 川辺漕艇場
６月15日,16日国体県予選 川辺漕艇場

◆近畿ブロック
【滋賀県】
４月13日 同志社新勧レガッタ 琵琶湖漕艇場
５月３日～６日 第71回朝日レガッタ 琵琶湖漕艇場
５月11日 滋賀医大・浜松医大交流戦 琵琶湖漕艇場
５月17日 県中学総体（春季） 琵琶湖漕艇場
５月19日 大津市民レガッタ 琵琶湖漕艇場
５月25日,26日県高校総体（春季）/総体県予選 琵琶湖漕艇場
６月８日,９日関西学生新人ナックルレガッタ琵琶湖漕艇場
６月15日 県民体育大会/国体県予選/関

西選手権（中学の部）
琵琶湖漕艇場

６月29日 県中学総体（夏季） 琵琶湖漕艇場
【京都府】
５月18日 府高校総体/総体府予選 琵琶湖漕艇場
６月16日 京都選手権/国体府予選 琵琶湖漕艇場
【大阪府】
４月20日,21日西日本選手権競漕大会 大阪府立漕艇センター
４月27日 親子ボート体験教室 桜宮大川
４月27日,28日第71回大阪シティレガッタ 桜宮大川
５月11日,12日総体府予選 大阪府立漕艇センター
５月18日,19日大阪市立大ボート祭 桜宮大川
６月１日,２日第12回全日本マスターズレガッタ 大阪府立漕艇センター
６月８日,９日近畿高校総体 大阪府立漕艇センター
６月16日 府民体育大会/国体府予選 大阪府立漕艇センター
６月22日 大阪大名古屋大定期戦 大阪府立漕艇センター
６月23日 大阪市立大神戸大定期戦/旧三商戦 大阪府立漕艇センター
【兵庫県】
４月21日 KAKOGAWAスプリングカップ 加古川市立漕艇センター
５月11日,12日小学生ボート体験教室 加古川市立漕艇センター
５月25日,26日県高校総体/総体県予選 円山川城崎漕艇場
６月９日 県民体育大会/加古川市長杯 加古川市立漕艇センター
６月22日,23日国体県予選 円山川城崎漕艇場
【奈良県】
６月16日 県民スポーツ大会/国体県予選

/総体県予選
月ヶ瀬漕艇場

未定 奈良市民レガッタ 月ヶ瀬漕艇場
【和歌山県】
５月31日,
６月１日

県高校総体/総体県予選 美山漕艇場

６月２日 国体県予選 美山漕艇場

◆中国ブロック
【鳥取県】
４月27日,28日錦海レガッタ/中国高校総体県予選錦海ボートコース
５月（未定） 第23回全山陰マスターズレガッタ

/第15回境港ボートマラソン
中浜港

５月25日,26日総体県予選 湖山池ボートコース
６月15日,16日国体県予選 錦海ボートコース
６月（未定） 鳥取大学内レガッタ 湖山池ボートコース
【島根県】
４月19日,20日中国高校総体県予選 さくらおろち湖
５月12日 第８回さくらおろち湖お花見レガッタ さくらおろち湖
５月24日,25日県高校総体/総体県予選 さくらおろち湖

６月16日 国体県予選 さくらおろち湖
６月（未定） 江津工業高学内レガッタ 江の川
【岡山県】
４月21日 高畠杯百閒川レガッタ/県高校大

会（春季）/中国高校総体県予選
百間川ボートコース

４月28日 安全講習会 岡山ふれあいセンター
５月26日 県高校総体/総体県予選 百間川ボートコース
６月１日,２日鹿田レガッタ 百間川ボートコース
６月８日,９日中国高校総体/中国中学選手権 百間川ボートコース
６月16日 国体県予選 百間川ボートコース
【広島県】
４月21日 広島レガッタ/中国高校選手権県予選 芦田川漕艇場
５月19日 第41回広島市民レガッタ 太田川特設ボートコース
５月26日 県高校総体/総体県予選 芦田川漕艇場
６月16日 国体県予選 芦田川漕艇場
【山口県】
４月20日,21日中国高校総体県予選 豊田湖ボートコース
６月１日,２日県高校総体/総体県予選 豊田湖ボートコース
６月15日,16日知事杯/国体県予選 豊田湖ボートコース

◆四国ブロック
【香川県】
６月１日,２日総体県予選 府中湖ボートコース
６月８日,９日国体県予選 府中湖ボートコース
【徳島県】
６月１日 総体県予選 沖洲川特設コース
【愛媛県】
４月28日 県高校総体地区予選（南予） 鹿野川湖ボートコース
４月28日 県高校総体地区予選（東予,中予）玉川湖ボートコース
５月31日～６月２日 総体県予選/全国・四国大会県予選 玉川湖ボートコース
６月８日 国体県予選（成年） 玉川湖ボートコース
【高知県】
４月13日,14日県高校選手権（春季） 国分川
５月25日,26日県高校総体/総体県予選/国体県予選 四万十川ボートコース

◆九州ブロック
【福岡県】
４月７日 紫川レガッタ/ジュニアボート教室 紫川特設コース
５月25日,26日九州朝日レガッタ/遠賀町民レガッタ 遠賀川ボートコース
６月８日,９日総体県予選/国体県予選 河内貯水池
【佐賀県】
４月６日,７日松浦川お花見レガッタ 松浦川
６月１日,２日県高校総体/総体県予選/ALL

佐賀選手権
松浦川

【長崎県】
６月１日,２日総体県予選/県民体育大会 形上湾ボートコース
６月15日,16日九州高校総体 形上湾ボートコース
【熊本県】
４月20日,21日江津湖レガッタ 江津湖
５月３日～５日西日本地区高校合同合宿 斑蛇口湖ボート場
６月１日,２日 県高校総体/総体県予選/国体県予選斑蛇口湖ボート場
【大分県】
５月19日 水郷ひたボート大会 三隈川特設ボートコース
６月（未定） 県高校総体/総体県予選/国体県予選夜明漕艇場
【宮崎県】
５月26日,27日県高校総体/総体県予選 小林市須木小野湖漕艇場
６月１日,２日 国体県予選 富田浜漕艇場
【鹿児島県】
４月28日 第53回南日本レガッタ 輝北ダム特設コース
５月25日,26日総体県予選 輝北ダム特設コース
【沖縄県】
６月２日 総体県予選/国体県予選 塩屋湾特設コース


