
回数 年度 クルー数 成年男子 壮年男子 成年女子 壮年女子 熟年男子 混合 議会議員 中学男子 中学女子

１回 H8 53 KAIZU･ROWING
･CLUB･A

オールド
ストライダーズ

― Ｂ・Ｂ ―

２回 H9 56 レッド・ブー
名古屋市

漕艇センター
― たつたグリーンズ ―

３回 H10 61 愛知教員 ＣＡ商友Ⅱ ― Ｂ・Ｂ ―

４回 H11 58 ＭＣ・ＲＣ・Ａ 海津パパラッチ ― 段スポーツクラブ ―

５回 H12 72 海津ＲＣ・Ａ Ｔｅａｍ１８５ 東洋Ｃ こぶし ― あぶない夫婦Ｂ 海津町議会

６回 H13 68 ボンバーズ ダスツィールＢ しらゆき タツタレディース
平田町

体育指導委員会
長島エンブレス

1号
アッセンブリーズＪ

７回 H14 88 ダスツィールＡ ダスツィールＢ しらゆき ミニ・Ｔ・Ｍ・Ｃ シルバーラッシュＢ
ＣＫＫ

ラストスパーツ
東郷町議会Ａ

８回 H15 77 ダスツィールＡ タツタ・グリーンズ ＯＧＴ Ｔ・Ｍ・Ｃ ＣＫＫシルバーズ さぶまりん 東郷町議会Ｋ

９回 H16 75 ダスツィールＡ ダスツィールＢ ＯＧＴ Ｔ・Ｍ・Ｃ
ＣＫＫ

ＴＥＡＭ２００
さぶまりん 東郷町議会Ｋ

10回 H17 75 海津ＦＤ１１９ ダス・ツィールＢ ＯＧＴ Ｔ・Ｍ・Ｃ サンノマル すぷまりん 海津市議会

11回 H18 64 リバーメイツＡ ダス・ツィール ＯＧＴ Ｃｏｔｔｏｎ－ｆ シルバーラッシュ ハッスル水曜会Ｃ アッセンブリーＪ

12回 H19 73 立田Ｈ２Ｏ ダス・ツィール ＯＧＴ 立田レディース かのＢ 立田ミックス 海津市議会Ａ

13回 H20 61 Ｈ２Ｏ ダス・ツィール ＯＧＴ なごみレディース 長中４７ くまだまさＣＫＫ 海津市議会

14回 H21 82 立田Ｈ２Ｏ ダス・ツィール レッドビッキー３ 立田レディーズ 長中４７Ａ レッドビッキー７ 東郷町議会Ｂ

15回 H22 60 立田Ｈ２Ｏ ダス・ツィール レッドビッキー２ 立田レディーズ ナカブナエ レッドビッキー７ 海津市議会Ｂ

16回 H23 68 立田Ｈ２Ｏ ダス・ツィール レッドビッキー７ 立田レディーズ 中央精工 レッドビッキー３ 愛西市議会Ａ

17回 H24 81 立田Ｈ２Ｏ ダス・ツィールＢ レッドビッキー７ 白雪姫 長中４７Ａ 大成小町 海津市議会

18回 H25 89 Ｈ２Ｏ ダス・ツィールＢ Freedom タツタレディーズ レッドビッキー１ 長中４７Ｂ 海津市議会Ｂ ＫＪＢＣ－Ａ ＫＪＢＣ－Ｃ

19回 H26 77 海津レガッタ部Ａ ダス・ツィールＢ Freedam レッドビッキー７ レッドビッキー１ ユッキーR28 東郷町議会 ＫＪＢＣ－Ａ ＫＪＢＣ－Ｂ

20回 H27 77 海津レガッタ部Ａ ダス・ツィール レッドビッキー７ 白雪姫 長中４７Ａ 長中４７Ｂ ヤングパワー ＫＪＢＣ－Ａ ＫＪＢＣ－Ｂ

21回 H28 79 海津レガッタ部Ａ ダス・ツィール プリティーズ レッドビッキー７ 長中４７Ａ 長中４７Ｂ 海津市議会 ― ―

22回 H29 79 海津市レガッタ部Ａ ダス・ツィール プリティーズ 白雪姫 レッドビッキー１ リバースＭＩＸ 海津市議会 ― ―

23回 H30 78 海津レガッタ部 海津市消防署Ａ プリティーズ レッドビッキー７ レッドビッキー１ ミズリン１号 チームイナホ ― ―

24回 R1 69 Ｈ２Ｏ ダス・ツィール ― HANSⅡ 長中47A リバースＭＩＸ チームイナホ ― ―

25回 R2

26回 R3

160歳未満男子 160歳未満女子 160歳以上男子 160歳以上女子 200歳以上男子 200歳以上女子 男女混合 議会 中学男子 中学女子

27回 R4 31 愛西Ｆ．Ｄ ― グリーンズ２ あいさいレディース 長中４７Ａ レッドビッキー７ リバーズＭＩＸ 海津市議会 ― ―

　※１　第４回大会（平成１１年度）まで女子の部として実施
　※２　第１７回大会（平成２４年度）までジュニアの部として実施
　※３　第２７回大会から種目変更をして実施

ＫＪＢＣ＊２

ＫＪＢＣ＊２

スコーピオンズ３＊２

立中Ⅲ＊２

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止

種目変更

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止

ＫＪＢＣ＊２

―

―

―

―

―

木曽三川交流レガッタ優勝クルー一覧

KAIZU･RC･C＊１

KAIZU･ROWING･CLUB･D＊１

ひまわり＊１

ひまわり＊１

―

―

立中Ⅲ＊２

―

城山中バレー＊２

立田中学校Ｂ＊２

―
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