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画　　　　　　　　種目別得点集計表 劔劔劔劔劔劔劔劍8ﾈ�ｸ5��Y+r�
′← 

－ 

実施日 剳ｽ成27年6月27日一平成27年6月28日 劔剪�劔劔劔劔劔�8ﾙ)ｨ5�6r�

を才坤ろ 会　場 剞V西富ヨットハーバー 

l種　目l　　　　　　国際470級　　　　　　l 低得点方司 

No． ��劔第1レース 劔�c(8ﾈ�ｸ5��剔�3レース 劔��cH8ﾈ�ｸ5��劔��cX8ﾈ�ｸ5��劔第6レース 劍ﾜX��ﾉ���ｨ�H�����2�
牡別Ik ��Xｧykﾂ�スキッパー �4�8ｸ�ｸ�R��(Y���順位 �;�5��着順 傀x犬�得点 �(X��傀x犬��;�5��着順 剌㊧ﾊ 剴ｾ点 剪�� 剌㊧ﾊ �;�5���(Xﾅ��順位 �;�5��得 �8ﾘﾇb�2�総合順位 21 

大阪市立大学 大阪府立大患 ��嘉嶋暮一ホ田裕司 � �� �� �� � � ���������� � �� �� ��1 2 釘��2�傴ﾈ皐���ｩvﾒ�谷川　智哉 �21 �#��21 湯�9 湯�21 �21 �21 儺ｹwb�冲影ﾒ��3B���YO｢�����19 �13 ��"�12 塔"�����

3 ��B�　　芋 大阪府立大学 �4v��揺�)_ﾉe"�轟 侏H���ｵ��′ ��ﾂ�′ ����11 ����17 �17 �17 唐�唐�唐���������10 �17 ��R�15 田����B�#r�

大阪府立大学 �6ﾘ��� � �� �� �� �� � �� �������� � �� ����4 ��R�冲ﾉ69^B�ﾕﾙ64Y[ﾒ�匹 田口優 剔k好 ��ﾂ�〟 妊�2�扇 ����26 �26 �26 ��r���r���r��3���3��30 僖NF 妊臙�34 ��C���#��

5 6 ��b�#"�追手門学院大学 関西学院大患 ��ﾈ��e��������義qltト丸■■之介 刄^ ����タ �"�2 �"�1 �1 �1 �"��"��"��"��"�2 �3 �2�3 �������

こ宇： l巴Il彗鼻 ��)7�������小林　健太 �4 釘�4 迭�5 迭�3 �3 �3 筈｢���b���茲��2��2�3 �4 釘�4 ����釘�

7 8 �#2�#B�関西学院大苧 関西学院大学 傴ﾈ蕗_ﾂ�:�gｹ'��｢�佐野　勇介 �2 �"�2 ���1 ���2 �2 �2 �����7b����r�釘�釘�4 �2 �"�2 �����2�

9 �#R�　苧 近畿大学 傴ﾉ�ｨﾉ(ﾘB�長谷川★久 �5 迭�5 途�7 途�11 �11 �11 釘�釘�釘�澱�澱�6 凵� �<��ぷ �32�途�

10 �#b�近畿大学 �ﾉ�ｨ鞁K��土井淳史 �3 �2�3 �2�3 �2�ガ 刄K 刄K �2��2��2���"���"�12 �5 迭�5 �#b�C2�迭���

27 仗�Y�Xｧr�鶴田教士 凭冦�俤"�儺ｸﾔB�必好 ���6 澱�6 ��2���2���2�1 �1 �1 �9 �9 湯���R�14 ��B� � 

12 �#��甲南大学 �ﾉ69�hﾈ��野本達郎 �15 ��R�罵 �4ｲ�ガ 僞h*ﾂ�8 �8 �8 ��R���R���R���������11 �12 ����11 ��0 0 ��2��b�

l彗よ ��IOiuI{｢����9nr� � �� �� �� � � ������ ���� � �� �� ��

13 �#��甲南大芋・ 　たピl 剌H月将太郎 上野lHL石申■暮 �11 ����11 唐�8 唐�12 �12 �12 �4ｲ��4ｲ��4ｲ���2���2�13 �11 ����10 鉄B�����

14 15 �3��3��甲南大子 神戸大学 �:�撮�憖>�ｼR�長尾　薄志 �7 途�7 ��2�13 ��2�14 �14 �14 僥R�僥R�������唐�唐�8 刄K 釦｢�ZJ 鉄b���"�#��

16 �3"�神戸大学 倚��ｨ���閏ﾒ�木村　元紀 �16 ��b�16 ����10 ����5 �5 �5 ��ﾂ���ｹeﾒ���ﾂ�����忍4��34 �29 �#r�27 17 涛"��2�����

17 �32�戸　学 ��Y����'ﾈｷb�福田　千紘 �17 ��r�1 �� ��1 �1 �1 ��������������16 �19 ��r� ����

18 鼎��和歌山大学 冏ｹ68��Oﾉz"�大島　健 �6 澱�6 ��ﾂ�′ ����7 �7 �7 迭�迭�迭�迭�迭�5 �7 途�7 19 �3��迭�澱�#2�

19 鼎��和歌山大学 俘)'ﾈ����ﾆ"� �20 �#��20 �#��21 �#��18 �18 �18 �4ｲ��<���<����r���r�1 途�21 ����24 ��9 �#B�

20 鼎"�和歌山大学 ��:�*�*�,ｲ�橋本　美咲 刄K �4ｲ�」好 ��b�16 ��b�20 �20 �20 �#R��#R��#R����4 ��B�14 �26 �#B� ��8 �3��
－－ �ｩ68��~R� � �� �� �� �� �� ���������� � �� ����

21 鼎2�神戸大学医学部 　l堂I患 凵｡田l．た■■■■人 凵戟ﾛ ��〟 妊粕2�DNC 僵��D 比2�DNC �34 妊�2�妊�2��3B��#���#��28 �20 ����18 ��C���3��

22 23 鼎B�Cb�神戸大芋医学部 兵庫医科大学 �:��h�(樞�tinﾈ椹�ﾂ�東■軸千・ttt ■岬廿★暮■■介 剔k好 14 儺ｸﾔB��B�‾花 ��慰B�′ �6ﾒ�16 �16 �16 �#���#���#���#���#��20 �9 湯�9 塔��S����r�3"�

兵庫医科大学 大阪府立大学 関西学院大学 ��優t阜払子 � �� �� �� �� �� �� �� ������ � �� �� ��24 鼎r���ﾉ69Oﾉu8���掠'�苓ﾘ��再■■ 筑紫敏弘 凵｡ ��ﾈ�R�房 妊臙�DNF �3B�洲F 僖NF �34 �#b��#b��#b��#���#r�27 �25 �#2�23 ��CB��#��

25 26 鉄��S"�伜)gｸ��自4��甲斐　晋平 �1 ���1 釘�4 釘�4 �4 �4 ��ﾂ���ﾂ���ﾂ�������1 �1 ���1 �����"���

l堂島　　　l堂l ��b�l● � �� �� �� � � ���������� � �� ����

27 28 鉄2�SB�関西苧院大子 関西学院大学 傅ﾉ�(躡�B��(岔iﾉyﾒ�中村t■山下＝ ■▲11■■●■ �10 ����10 ��"�12 ��"�6 �6 �6 ��+�������2������2���ｹjb����ﾉ｢�＿∠ぎ �6 澱�6 鼎b���湯�#b�

29 鉄R�甲　　学 仂ｩ'Xｹ��三浦克己 剴@ ��ｸﾔB�．財 �#��20 �#��RET 儚ET �34 �#���#���#���#b��#R�25 �24 �#"�22 ��"���

30 鉄r�神戸大学 ��Y����耳ｴ��肥田　賠一郎 �13 ��2�扇 ��R�15 ��R�／タ 刄＜^ 凵^タ ��������������R���R�15 �18 ��b�16 都����R�2�
－　　l蟄ピl ��H鉙ﾆI{｢�E(ﾕ亰�� � �� �� �� � �� ���������� � �� ����

31 32 鉄��S��神戸大子 和歌山大学 剴｡尾　仁美 �18 ����‾花 ��r�17 ��r�25 �25 �25 ��2���2���2��#"��#��21 凵{仰 ��ﾈ���ﾂ�ノ 涛B��#"�#R�

33 田��和歌山大学 俚(�盈���N緯b�南保　勇耀 �22 �#"�22 �#"�22 �#"�24 �24 �24 ����������������ﾂ�����ノ �28 �#b�26 ���B���

スタート時刻 劔�27日10： �3：00 �#y?｣���b��3��c���27日14：07：00 劔�#y?｣�X�cS��c���劔�#�?｣���c3x�C���劔28日13．05．00 剪�

先頭艇フィニッシュ時刻 劔�27日11： �05ニ11 �#s��(�b�����cCB�27814：39：45 劔�#s��h�c���cCr�劔�#�?｣�(�C���C�"�劔28日13．32．48 

レース終了時刻 劔�27日11： �20：11 �#y?｣�(�h-��cCB��27日14：54：45 劔�#y?｣�h�c#h�c#��劔�#�?｣�(�C#��CC��劔28日13．47．48 

コース 劔�1t2－3－2－3イ 剴��ﾃ(�ﾃ8�ﾃ(�ﾃ8�ﾄb�刄g2－3－2－3－F 劔���ﾃ(�ﾃ8�ﾃ(�ﾃH42�劔���ﾃ(�ﾃ8�ﾃ(�ﾃ89��劔ト2－3－2－3－F 　L 

天　候 劔剴ﾜり 劔=ﾈ.��剴ﾜり 劔�=ﾈ.�����ｲ�劔�=ﾈ.��劔薄曇J 　○ 

風　向 劔�2600 剴#S����2400 劔�#SR�劔����劔0 

風　速 劔�14kt 剴�FｷB��14kt 劔砺ｷB�劔度�CVｷB�劔10kt 

波　高 劔�0．5m 剴��CVﾒ��0．5m 劔���C6ﾒ�劔���C&ﾒ�劔0．3m 

水温・気温 劔凵| 劍�ﾂ�凵| 劔��ﾂ�劔��ﾂ�劔－ 

出走艇数 劔�30艇 剴3�/���28艇 劔�#y/��劔�3)/��劔31艇 剪�


