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No. 時間 カテゴリー 種目 区別
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BN5
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BN6

Rank6
備  考

京都工学院A 宮津天橋 朱雀・堀川混成 京都工学院D 堀川・海洋 海洋B
(オープン）

4:16.87 4:41.20 4:46.22 4:58.43 4:52.13 DNS
青松　載剛 巽　 椋可 家村　宜樹 田熊　大輝
京都RC 龍谷大学B 京大医　水連 京都大学
3:55.14 4:06.06 4:07.87 4:09.25

林 　颯一郎　 山口 将平 永利　瞭
同志社大学 瀬田RC 龍谷大学A
3:52.63 3:56.75 3:57.63

西野　僚真 濵田 琉哉 奥田　舶人 山下　慶太 金田　英途 近藤　篤郎
海洋高D 東舞鶴高A 京都工学院高C 海洋高C 東舞鶴高C 京都工学院高I
4:01.91 4:03.60 4:03.83 4:08.42 4:09.60 4:23.44

田村　哉人 谷口  悠真 山本　葉玖 太田　哲惺 白澤　春宗 椿 歩武
海洋高A 海洋高B 京都工学院高A 堀川高 京都工学院高B 東舞鶴高B
4:02.93 4:07.97 4:10.76 4:12.30 4:17.39 4:17.81

谷本美伊菜 吉田　紘子 森永　麻緋 田中  悠喜
同志社大学A 京都大学 龍谷大学A 龍谷大学B

4:35.15 4:36.63 4:41.83 4:56.37
嶋　　美陽 細野　花歩 内田　真歩
瀬田RC 関西大学 同志社大学B
4:32.48 4:36.35 4:39.72

岡段　守花 西村まどか ⾧谷川果帆 前尾　明里 高橋　直緒
宮津天橋高D 宮津天橋高C 海洋高 宮津天橋高E 東舞鶴高

4:32.64 4:36.58 4:40.89 4:41.20 5:22.75
竹原　李花 太田　心菜 井上  美久 廣井　春愛 谷口　綺里

宮津天橋高A 宮津天橋高B 堀川高 京都工学院高 宮津天橋高F
4:31.19 4:31.37 4:35.21 4:36.12 4:36.53

海洋 堀川 東舞・堀川混成 朱雀・工学院混成

4:47.33 4:50.54 4:52.27 5:10.46
京都工学院B 朱雀 海洋A 東舞鶴 京都工学院C

OPEN
4:21.03 4:21.22 4:22.55 5:03.50 4:25.81

京都大学医学部 京都大学医学部 京都大学医学部 龍谷大学
昴流 瑞雲 雲流 OPEN

3:44.12 3:55.45 4:07.10 3:58.23
東舞鶴高 A 京都工学院高A 東舞鶴高 B 京都工学院高C 東舞鶴高 C 京都工学院高B

3:56.39 3:58.65 4:09.99 4:11.87 DNS DNS
京都高校選抜 京都選抜 同志社大学 京都大学医学部

第Ⅺ芝蘭
3:24.69 3:24.85 3:25.46 3:46.72
京都BC 京都BC
青龍 白虎

2:23.29 2:40.77
奥田　舶人 太田　哲惺 白澤　春宗 近藤　篤郎

京都工学院高C 堀川高 京都工学院高B 京都工学院高I
4:00.74 4:03.31 4:13.30 4:18.06

山本　葉玖 山下　慶太 金田　英途 椿 歩武
京都工学院高A 海洋高C 東舞鶴高C 東舞鶴高B

4:06.88 4:09.23 4:09.87 4:10.35

京都工学院A 海洋A 朱雀 宮津天橋 京都工学院B 朱雀・堀川混成

4:06.75 4:13.01 4:24.04 4:35.85 4:38.73 4:49.02
巽　 椋可 田熊　大輝 巽　 椋可
龍谷大学B 京都大学 龍谷大学B
4:03.69 4:08.00 4:13.81

林 　颯一郎　 青松　載剛 永利　瞭 山口 将平
同志社大学 京都RC 龍谷大学A 瀬田RC
3:46.33 3:48.99 3:54.93 3:56.01

森永　麻緋 内田　真歩 田中　悠喜
龍谷大学A 同志社大学B 龍谷大学B
4:36.91 4:39.63 4:47.88

吉田　紘子 谷本　美伊菜 嶋　美陽 細野　花歩
京都大学 同志社大学A 瀬田RC 関西大学
4:29.98 4:30.50 4:33.14 4:44.89

井上　美久 前尾　明里 ⾧谷川　果帆 廣井　春愛 谷口　綺里 高橋　直緒
堀川高 宮津天橋高E 海洋高 京都工学院高 宮津天橋高F 東舞鶴高

竹原　李花 岡段　守花 西村　まどか 太田　心菜
宮津天橋高A 宮津天橋高D 宮津天橋高C 宮津天橋高B

田村　哉人 西野　僚真 濵田 琉哉 谷口　悠真 山本　葉玖 奥田　舶人
海洋高A 海洋高D 東舞鶴高A 海洋高B 京都工学院高A 京都工学院高C
4:07.25 4:17.11 4:17.55 4:17.83 4:20.23 4:22.37

京都大学医学部 京都大学医学部 龍谷大学 京都大学医学部
昴流 雲流 OPEN 瑞雲

3:57.97 4:20.39 4:12.55 DNS
東舞鶴高A 京都工学院高A 東舞鶴高B 京都工学院高C

3:57.48 4:08.71 4:14.49 4:18.96

決勝１X少年男子:1025

2回戦２X少年男子:3027

2回戦２X成年男子:2026

1回戦・2回戦の総合タイムによる順位

タイム計測できず決勝B１X少年女子:5023

タイム計測できず決勝A１X少年女子14:0024

 2回戦B組１X成年女子:3021

 2回戦A組１X成年女子:4022

1回戦・2回戦の総合タイムによる順位

 2回戦B組１X成年男子:1019

 2回戦A組１X成年男子:2020

決勝 ４X＋４＋少年/成年:1014

500ｍレース15 :20 マスターズ KF 決勝

:209

決勝４X＋新秧杯（女）:3010

1-3位決勝B組４X＋新秧杯（男）:4011

成年女子:506

7 10:00 成年女子  1回戦B組１X

予選A１X少年女子:108

:20 成年男子 １X  1回戦B組

予選A１X少年男子:304

1位　決勝 敗復A組１X

昼休み

令和４年度　京都選手権・国体府予選【競漕順序及び組合せ】

1 9:00 新秧杯（男） ４X＋ A組 1-3位決勝

タイム順で2回戦に進出

2 :10 成年男子 １X  1回戦A組

3

1-2位決勝A　3-6位敗者復活

タイム順で2回戦に進出

予選B１X少年男子:405

 1回戦A組１X

1-2位決勝A　3-5位決勝B

予選B１X少年女子

1回戦２X成年男子:5012 タイム順で2回戦に進出

1回戦２X少年男子11:0013

少年男子:4016

1位　決勝 敗復B組１X少年男子:5017

18 決勝４X＋新秧杯（男）13:00


