
2019年度競技会結果一覧 （別表１）

期日 大会名 種目 1位 2位 3位 ｸﾙｰ数 備考

M8+ 日本大学A 中央大学A 明治安田生命 21

M4+ NTT東日本 新日鐵住金 神戸大学A 29

M4X 戸田中央総合病院RC 東京外国語大学 法政大学 5

M2X 今治造船 94erｓ 同志社大学 36

M1X オカダ電気（岡田） 早稲田大学（阿部） 日本大学B（井尻） 71

W8+ 立教大学 日本体育大学 神戸大学 5

W4X＋ 仙台大学 東北大学 早稲田大学 13

W4X 明治安田生命 中央大学 2

W2X 日体ボート倶楽部 中央大学A 法政大学A 23

W1X 立教大学（角谷） 日本大学（大門） 明治安田生命A（領木） 41
高校M4X+ 浦和商業高校 中央大学杉並高校A 筑波大学附属高校A 18

高校M2X 本所高校 慶應義塾志木高校 慶應義塾高校A 17

高校M1X 安田学園（中川） 慶應義塾志木高校（竹峰） 法政大学第二高校（髙橋） 10

高校W4X+ 小松川高校 浦和第一女子高校A 浦和第一女子高校B 8

高校W2X 小松川高校B 浦和第一女子高校A 中央大学杉並高校 7

高校W1X 筑波大学附属高校（岩崎） 浦和第一女子高校B（小山） 本所高校A（椎山） 7

MKF 一橋・学生コーチ 警視庁 埼玉県警察機動隊 5

WKF 戸田レインボウRC 1

XKF 王子ボート部 CPRC 2

中学Ｍ4X+ 戸田中学校A 戸田中学校B 2

中学M2X 江戸川区ボート協会 1

中学M1X 隅田川RC（長野） 隅田川RC（鈴木） 江戸川区ボート協会（渡邊） 4
中学W4X+ 戸田中学校A 戸田中学校B 2

中学W1X 隅田川RC（鴇田） 横浜ジュニア（内田） 2

合計 332

少M4X+ 東京選抜 1

少M2X 東京選抜 早稲田大学高等学院 中央大学杉並高校 3

少M1X 東京選抜（中川） 中央大学杉並高校（佐藤） 筑波大学附属高校（渡邊） 4

少W4X+ 東京選抜 中央大学杉並高校 2

少W2X 東京選抜 中央大学杉並高校 2

少W1X 東京選抜（長芝） 中央大学杉並高校（六車） 筑波大学附属高校（田村） 3

合計 15

成M4+ NTT東日本 1

成M2X 明治安田生命 NTT東日本A 東京選抜B 8

成M1X NTT東日本（櫻間） 明治安田生命（是澤） 2

成W4X+ 明治安田生命 1

成W2X 明治安田生命 東京選抜 2

成W1X 明治安田生命（木野田） 東京選抜（鶴見） 東京海洋大学（鴨下） 3

合計 17

高M4X+ 小松川高校A 中央大学杉並高校A 早稲田大学高等学院 9

高M2X 中央大学杉並高校A 本所高校A 小松川高校 11

高M1X 安田学園（中川） 中央大学杉並高校A（佐藤） 中央大学杉並高校C（櫻井） 14

高W4X+ 小松川高校A 本所高校 中央大学杉並高校A 7

高W2X 中央大学杉並高校 小松川高校A 小松川高校B 5

高W１X 文京学院大学高校（郡） 筑波大学附属高校（岩崎） 中央大学杉並高校B（今野） 6

合計 52
高校M4X+ 小松川高校A 中央大学杉並高校A 開成高校A 12

高校M2X 小松川高校A 中央大学杉並高校B 早稲田大学高等学院A 19

高校M1X 都立江北高校（沢目） 学習院高等科（高尾） 早稲田大学高等学院A（竹内） 14
高校W4X+ 小松川高校A 中央大学杉並高校A 日本橋高校 6

高校W2X 小松川高校A 本所高校 中央大学杉並高校A 7

高校W１X 筑波大学附属高校（岩崎） 墨田川高校（髙𣘺） 中央大学杉並高校A（坂本） 9

合計 67

M4X+ 学習院高等科選抜 慶應義塾大学 2

M2X 青山学院大学A 日本医科大学A 首都大学東京B 12

M1X 埼玉県警察機動隊（菅原） 成蹊大学A（若本） 東京海洋大学（内田） 15

W4X+ 0

W2X 慶応義塾大学医学部B 東京医科歯科大学 日本医科大学 10

W1X 日本医科大学（新垣） 東京大学（李） 成城大学（柚山） 11

高校M4X+ 中央大学杉並高校A 学習院高等科A 中央大学杉並高校B 8

高校M2X 中央大学杉並高校B 中央大学杉並高校D 筑波大学附属高校A 11

高校M1X 筑波大学附属高校（渡邊） 学習院高等科（高尾） 中央大学杉並高校A（岡島） 8
高校W4X+ 中央大学杉並高校A 中央大学杉並高校B 戸田中学校A 3

高校W2X 本所高校 中央大学杉並高校A 筑波大学附属高校 5

高校W1X 筑波大学附属高校A（岩崎） 隅田川RC（鴇田） 横浜ジュニアローイングスクール（内田） 6

MKF 埼玉県警察機動隊B 日本郵船 埼玉県警察機動隊A 3

WKF 0

XKF 0

合計 94

中学M4X+ 戸田中学校A 開成中学校 戸田中学校B 3

中学M2X 江戸川区ボート協会A 開成中学校 江戸川区ボート協会B 4

中学M1X SARA_A（大島） 開成中学校（山科） 江戸川区ボート協会（渡邊） 5

中学W1X 横浜ジュニアローイングスクール(内田） SARA_B（松本） 2

合計 14

M8+ 仙台大学 明治大学 日本体育大学 10

M4X 明治大学 東京外国語大学 茨城大学 9

M4- 明治大学 東京大学A 慶應義塾大学 6

M4+ 慶應義塾大学A 金沢大学 慶應義塾大学B 10

M2X 警視庁 法政大学 慶應義塾大学 21

M2- 明治大学 慶應義塾大学A 慶應義塾大学B 6

M1X 日本体育大学（大山） 東京大学（太田） 埼玉県警察機動隊（菅原） 36

W8+ 日本体育大学 慶應義塾大学 2

W4X 明治大学 法政大学 仙台大学 5

W2X 金沢大学 明治大学 東京医科歯科大学 11

W2- 明治大学 北陸電気工業 2

W1X 金沢大学A（柿島） 日本医科大学（新垣） 明治大学A（種田） 27

合計 145
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2019年度普及本部大会結果一覧 （別表２）

期日 大会名 種目 1位 2位 3位 クルー数 備考

マスターズM8+ PENTARC 団塊号玄武 淡青会マスターズ 7

マスターズW8+ 多摩川クラブ 1

合計 8

谷古M8+ パルテ会 PRIMROSE PENTA ROWING CLUB 16

谷古W8+ 多摩川クラブ 江戸ボ＆すみだ 2

小学生男子 潮来スポ少A 潮来スポ少B

小学生MIX えどがわFriends ワセダクラブA YJRキャロット

合計 25

2019年度ボート教室・イベント一覧 （別表３）

主管・協力

東墨田レガッタ 平井橋付近 東墨田ボート教室

旧中川 江戸川区、江戸川区ボート協会

6月2日 越中島・海王祭 東京海洋大学 日本橋川・神田川を漫漕する会

平井ふれあい橋付近 江戸川区、江戸川区ボート協会

日本橋川 日本橋川・神田川を漫漕する会

篠崎公園 江戸川区ボート協会

世田谷運動場 多摩川でボートを楽しむ会

多摩川ガス橋下 多摩川でボートを楽しむ会

4月6日、5月4日、6月1日、7月6日

8月3日、9月7日、10月5日

4月14日、5月12日、6月30日、

第3回東日本マ

スターズ競漕
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主催

（一社）東京都ボート協会
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1月6日、2月3日、3月3日、4月7日

7月24日

多摩川ガス橋下 多摩川でボートを楽しむ会

旧中川

主催

（一社）東京都ボート協会

11月

9日

10日

9月8日

開催場所

第19回谷古茂

盾争奪マス

ターズ競漕大

会第9回小学生

レガッタ

開催日

7

東墨田ボート教室

越中島

多摩川ボート教室

日本橋・橋洗い会

旧中川ゆりのき橋

江戸川区ボート協会ふれあいボート教室

第15回多摩川レガッタ（中止）

江戸川区民まつり（中止）

世田谷区民スポーツ祭り

11月3日

10月13日

開催名

旧中川ボートフェスティバル

第5回えどがわ区民レガッタ

10月20日

3月17日

かもめボート教室

水元公園ボート教室 水元公園

9月14日、15日

3月30日、31日、4月6日、7日

5月11日、12日、6月22、23日

7月20日、21日、8月24日、25日

隅田川ローイングクラブ5月5日、6月2日、7月7日、8月4日

9月1日、10月6日、11月3日、12月1日

7月21日、9月15日 日本橋川・神田川を漫漕する会

3月16日、4月20日、5月18日、

6月15日、7月20日、8月17日、

9月21日、10月19日、11月16日

水元公園ボート教室

10月6日



第74回国民体育大会関東ブロック大会　ボート競技 （別表４）

2019年　7月19日～21日 千葉県・小見川ボートコース

種目 順位 タイム タイム

少年男子1× 東京選抜（沢目） 3位（通過） 03:54.19 埼玉県 埼玉選抜（石原） 03:49.79

少年男子2× 東京選抜 4位（通過） 03:37.89 千葉県 千葉県選抜 03:26.52

少年男子4×+東京選抜 4位 03:23.32 埼玉県 埼玉選抜 03:16.26

少年女子1× 東京選抜（田草川） 優勝（通過） 04:14.10 東京都 東京選抜（田草川） 04:14.10

少年女子2× 東京選抜 優勝（通過） 03:50.38 東京都 東京選抜 03:50.38

少年女子4×+東京選抜 優勝（通過） 03:40.63 東京都 東京選抜 03:40.63

成年女子1× 明治安田生命（瀧本） 優勝（通過） 03:58.82 東京都 明治安田生命（瀧本） 03:58.82

成年女子2× 明治安田生命 優勝（通過） 03:42.88 東京都 明治安田生命 03:42.88

成年女子4×+明治安田生命 優勝（通過） 03:28.17 東京都 明治安田生命 03:28.17

成年男子1× ＮＴＴ東日本（西） 2位（通過） 03:42.75 埼玉県 埼玉選抜（小林） 03:37.54

成年男子4+ ＮＴＴ東日本 優勝（通過） 03:02.58 東京都 ＮＴＴ東日本 03:02.58

第74回国民体育大会　ボート競技 （別表５）

2019年　10月4日～10月7日 茨城県・潮来ボートコース

種目 順位 タイム タイム

成年男子1× 予選1位通過 03:58.27

成年男子2× 予選2位通過 03:40.43

成年男子4+ 予選1位通過 03:24.65

成年女子1× 予選3位通過 04:40.24

成年女子2× 明治安田生命 予選2位通過 03:54.08

成年女子4X+ 明治安田生命 予選1位通過 03:44.37

少年男子1× 2位 04:13.31

少年男子2× 予選敗退 03:25.51

少年男子4X+

少年女子1× 東京選抜（岩崎） 予選敗退 04:24.50

少年女子2× 予選敗退 04:13.52

少年女子4X+ 1位 03:40.03

＊男女総合（天皇杯）8位、女子総合（皇后杯）3位

2019年度当協会所属選手海外大会参加状況 （別表６）

ブルガリア（プロブティフ） W2- 西田結惟（明治大学） LW2X 上田佳奈子（明治安田生命）

5月10日～12日 LM1X 新井勇太（慶應義塾大学） 角谷真緒（立教大学）

M2X 栗原誠和（明治安田生命） 高島美晴（明治大学）

M1X 荒川龍太（ＮＴＴ東日本）

櫻間達也（ＮＴＴ東日本）

オランダ（ロッテルダム） M2X 荒川龍太（ＮＴＴ東日本）

7月12日～14日 LW1X 上田佳奈子（明治安田生命）

アメリカ（サラソタ） BW2- 西田結惟（明治大学） BM2X 木村　晶（日本大学）

7月25日～28日 BLM1X 新井勇大（慶應義塾大学） 遠山秀雄（日本体育大学）

BM1X 櫻間達也（ＮＴＴ東日本） BLW2X 角谷真緒（立教大学）

日本（東京） JW4X 松田京子（成立学園高校） JM2X 中條扇之介（成立学園高校）

8月6日～11日 JM4X 青木洋樹（成立学園高校） JW2X 郡　磨璃（文京学院大女子高）

阿部光治（早稲田大学） JW1X 上野美歩（成立学園高校）

島田隼輔（日本大学）

大下陽士（慶應義塾大学）

オーストリア（リンツ） LW2X 上田佳奈子（明治安田生命）

8月25日～9月1日 M2X 荒川龍太（ＮＴＴ東日本）

韓国（チュンジュ） M8+ 梶谷　嶺（ＮＴＴ東日本） M2X 中溝朝善（ＮＴＴ東日本）

10月23日～27日 宮浦真之（ＮＴＴ東日本） 三浦友之（ＮＴＴ東日本）

櫻間達也（ＮＴＴ東日本） LW4X 上田佳奈子（明治安田生命）

西　知希（ＮＴＴ東日本） 瀧本日向子（明治安田生命）

大塚圭宏（ＮＴＴ東日本） 木野田沙帆子（明治安田生命）

古田直輝（ＮＴＴ東日本） 土屋　愛（明治安田生命）

林　靖晴（ＮＴＴ東日本）

高野勇太（ＮＴＴ東日本）

佐々野大輝（ＮＴＴ東日本）

タイ（パタヤ） JW1X 上野美歩（成立学園高校）

12月18日～22日

優勝

ＮＴＴ東日本（櫻間）

明治安田生命

ＮＴＴ東日本

東ボ加盟クルー

東京選抜（沢目）

優勝

U23世界選手権大会

ワールドカップ第3戦

ワールドカップ第1戦

東京選抜

東ボ加盟クルー

東京選抜

アジアジュニア選手権

東京都ボート協会所属選手

U-19世界選手権

アジアボート選手権

世界選手権

明治安田生命（領木）

東京選抜

荒天のため少年決勝、順位決定は行わず

準決勝1位は1位、2位は5位

成年種目は準決勝を行わず、順位つかず

大会名称 開催場所・期日


