
平成26年7月19日～7月20日

海陽ヨットハーバー

2014　東日本大会
種目別得点集計表

No． �　＼ ��第1レース ����第2レース �����第3レース �����第4レース �����第5レース �����第6レース ����最終成績 
トルNo． �氏名 �着順 �順位 ��得点 �着順 �慣位 ��得点 ��着順 �順位 ��得点 ��着順 �順位 ��得点 ��着順 �順位 ��得点 ��着順 �順位 ��得点 �得点合計 �総合順位 

1 �13519 �本多祐基 �J �J ��J �1 �1 ��1 ��1 �1 ��1 ��1 �1 ��1 ��1 �1 ��1 ��1 �1 ��1 �5 �1 

2 �13468 �玉山裕登 �g �g ��g �2 �2 ��2 ��2 �2 ��2 ��2 �2 ��2 ��2 �2 ��2 ��3 �3 ��3 �11 �2 

3 �11587 �蜂須賀晋之介 �4 �4 ��4 �3 �3 ��3 ��4 �4 ��4 ��ぜ �ぜ ��ぜ ��4 �4 ��4 ��5 �5 ��5 �20 �3 

4 �12476 �石川航 �2 �2 ��2 �5 �5 ��5 ��ゼ �ゼ ��ぜ ��3 �3 ��3 ��6 �6 ��6 ��6 �6 ��6 �22 �4 

5 �13605 �杉浦涼斗 �y �遡匹 ��彪 �D帖 �D岨 ��12 ��3 �3 ��3 ��5 �5 ��5 ��3 �3 ��3 ��2 �2 ��2 �25 �5 

6 �13660 �定業綾美 �6 �6 ��6 �ご �∠ ��ご ��6 �6 ��6 ��4 �4 ��4 ��7 �7 ��7 ��4 �4 ��4 �27 �6 

7 �12479 �坂口　拓巳 �5 �5 ��5 �6 �6 ��6 ��5 �5 ��5 ��∠ �∠ ��∠ ��5 �5 ��5 ��7 �7 ��7 �28 �7 

8 �134 �村松　甲 �7 �7 ��7 �4 �4 ��4 ��＿建 �＿建 ��＿建 ��9 �9 ��9 ��8 �8 ��8 ��10 �10 ��10 �38 �8 

9 �13 �秋元俊佑 �9 �9 ��9 �＿建 �＿建 ��＿建 ��7 �7 ��7 ��10 �10 ��10 ��9 �9 ��9 ��8 �8 ��8 �43 �9 

10 �2 �加藤志歩 �刃 �刃 ��ヱ2 �9 �9 ��9 ��8 �8 ��8 ��8 �8 ��8 ��10 �10 ��10 ��9 �9 ��9 �44 �10 

11 �147474 �西村智樹 �8 �8 ��8 �8 �8 ��8 ��ヱg �忍 ��〃 ��11 �11 ��11 ��11 �11 ��11 ��11 �11 ��11 �49 �11 

スタート時刻 ���19日11 ��08：00 ��19日11 ��50 ��00 �20日　0g ��55 ��00 �20日10 ��50 ��00 �20日11 ��40 ��00 �20日12 ��30：00 �� 

先頭艇フィニッシュ時刻 ���19日11 ��35：00 ��19812 ��22 ��41 �20日10 ��27 ��10 �20日11 ��90 ��02 �20日12 ��07 ��48 �20日12 ��58：50 

レース終了時刻 ���19日11 ��41：14 ��19日12 ��27 ��58 �20日10 ��32 ��32 �20日11 ��25 ��48 �20日12 ��17 ��00 �20日13 ��06：46 

コ－ス ��� ���� ����� �����－ �����S－1－2－3－2－3－F �����S－1－2－3－2－3－F －1－－一一一 ����� ����� 

天　候 ���薄曇り ����薄曇り �����薄曇り �����薄曇り �����薄曇り �����薄曇り 
風　向 ���1300 ����1300 �����2500 �����2100 �����2100 �����2100 

風　速 ���6．0m／S ����5．0m／S �����2．5m／S �����5．0m／S �����5．0m／S �����3．5m／S 


