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第27回ジュニアヨット国際親善東京レガッタ

2017年9月10日（日）

東京都若洲海浜公園ヨット訓練所
【最終成績Final玉

SailN0． セール N0． 疲�ﾖR��偃洩ﾂ�CIub／Team 所属クラブ 磐�ﾆX���fVﾖ�ﾆR�&ｨ��Scho01 Year 学年 冰ﾉ���r�冰ﾉ��&�6Vﾂ�冰ﾉ��&�6S"�冰ﾉ��&�6S2�陪V�H�C��uﾉ���ﾉ���佇飲��r�シル八十一 刄Vルル－ 刄VルⅣ－ 成績 剪噤|ルド 刄uールド 凵n小一ルド 成績 儚ankofAl】 Sailors 総合順位 

Finish �66�&R�Fin弓Sh �66�&R�FlnFsh �43�&R�ミkore �&�豐�杷匁�6��Sco柑 杷匁�6��Score 俶(ｫ��Rank �&譌6��鼓のre �&譌6��S00re ��噂�&R�Rank 杷匁�ﾅ&W7VﾇB�

蓄順 �;�5��着順 �;�5��香順 �;�5��得点 傀x犬��(X��得点 價H��得点 �;�5��順位 ��(��得点 �'ｹ�ﾂ�得点 �;�5��順位 俐X��ﾉ���

2905 �+�����ﾘｵ�� �&｢�小4 �"��2�3 ���1 �� 釘�2 ��� �� �� ��2 �"�1 ���3 ���1 

3220 伜(ﾏｸ��t凉��夢の島ヨットクラブ �&｢�小5 �� ���1 �� �"�2 �2�1 ��� �� �� ��1 ���2 �"�3 �"�2 

3066 ��虻���ﾕi�驟�� �&｢�小5 �� �"�2 �� 澱�6 唐�6 ��� �� �� ��3 �2�5 迭�8 �2�3 

2992 伜(ﾏｸ��緬4��葉山町セーリング協会 �&｢�小4 �2��� 迭�5 釘�4 湯�8 ��� �� �� ��4 釘�4 釘�8 釘�4 

2139 佇ｸ�����驟�� �&｢�小3 ���2�途�7 �� ���1 唐�5 ��� �� �� ��7 途�3 �2�10 迭�5 

1878 ����ﾈ��t丼ﾈ���夢の島ヨットクラブ 傚r�小5 �+2��� �2�3 迭�5 唐�7 ��� �� �� ��6 澱�6 澱�12 澱�6 

34 冉ｸ葺���)w｢�江東区立小中学校セーリング部 �&｢�小5 �"�唐�8 釘�4 �� ��"�9 ����H�B�1 ���1 ���2 ���5 迭�9 湯�14 途�7 

33 傅ﾉ}����h桙�江東区立小中学校セーリング郡 �&｢�小5 �2��� 妊臙�12 途�7 ����11 冕�vr�ｻ8ﾄB�2 �"�4 釘�6 �"�10 ����7 途�17 唐�8 

3164 ��浦H�����驗��江の島ヨットクラブジュニア �&｢�小5 �"�迭�5 �"�2 �� 途�3 ��� �� �� ��9 湯�8 唐�17 湯�9 

176 ���68��5ｨ488ｲ�夢の島ヨットクラブ �&｢�小5 �"�澱�6 澱�6 �� ��"�10 ��4 釘�3 �2�7 �2�8 唐�10 ����18 ����10 

90 傴ﾈ圷����O"�江東区立小中学校セーリング部 �&｢�小5 ��釘�4 �� �2�3 途�4 ��� �� �� ��11 ����11 ����22 ����11 

01 �69�ｨ���IF��江東区立小中学校セーリング部 �&｢�小5 �"�湯�9 妊臙�12 �� �#��12 ��7 途�2 �"�9 釘� �� �� ��"�12 

06 ��ｾ�h��耳���江東区立小中学校セーリング部 �&｢�小5 �2��� 妊臙�12 湯�9 �#��12 ���ｸ�(�B�5 迭�5 迭�10 迭� �� �� ��2�13 

80 傅ﾉ}����(樞� �&｢�小4 �2��� 妊臙�12 妊臙�12 �#B�15 ��ｸ�h������3 �2�OCS 湯�12 澱� �� �� ��B�14 

10 ��ﾉnﾈ��ﾆ)dﾂ�江東区立小中学校セーリング部 �&｢�小5 ���x*ｸ���妊臙�12 �� ����10 �#"�14 ��6 澱�7 途�13 途� �� �� ��R�15 

04 ��ﾙ68���8ﾎ��江東区立小中学校セーリング部 �&｢�小5 ���B���DD臙�12 �� 妊臙�12 �#B�15 ��8 唐�6 澱�14 唐� �� �� ��b�16 

TimeofStarlスタート時刻 �10 ��R�00 ����c3��c����11：01：00 剪� ��8�c���c���13：20：00 ��13：40：00 ��H�c���c��� 

FinishingTimeofTopBoat　トップ舟廷フィニッシュ時刻 �10 �#B�52 ����cCx�c�r��11：10：53 剪� �� �� �� 

Timeof　RaceClose　L／－ス終了時刻 �10 �#��52 ����52 ��r�11 ��R�53 �� �� �� �� 

Weather　天候／WindDirect 柳���Yxﾏﾂ�晴れ 劔��.｢�剞ｰれ 剪� �� �� �� 

VerocityoftheWind　風速 �3m 剴6ﾒ��3m 剪� �� 劔 
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