
＜男子レース　６２チーム＞＜男子レース　６２チーム＞＜男子レース　６２チーム＞＜男子レース　６２チーム＞

№ チーム名 チーム構成 備考

1 森本倉庫 海洋クラブ 森本倉庫㈱

2 黒鯱 市民チーム 前回三位

3 NAGI 市民チーム 初参加

4 チームみらいへ （一社）グローバル人材育成推進機構 初参加

5 日東ドリーマーズ 日東物流㈱

6 義勇海運ワーフボーイズ 義勇海運㈱

7 ＨＰＣドルフィンズ 阪神国際港湾㈱

8 日本海事検定マリナーズ 日本海事検定協会

9 チャ坊主チャチャチャ ㈱テムマリタイム

10 超ＫＡＮＲＥＫＩシチーボーイズ 神戸商船大OB

11 ミナト神戸っ子の会 男子チーム 市民チーム

12 TEAM♡愛の伝道師 大阪湾パイロットボート㈱

13 まるまカッターチーム ㈱後藤回漕店

14 上組ダイナマイツ ㈱上組

15 海鴎会 国立波方海上技術短期大学校ＯＢ

16 海漕会 海技大学校OB

17 オールジャパンフィッシャリーズ 全国水産学部ＯＢ

18 メリケンジローズ 大阪湾水先区水先人会

19 日本食研ワグーマジャパンA 日本食研ホールディングス㈱

20 日本食研ワグーマジャパンＢ 日本食研ホールディングス㈱

21 チーム久保 ㈱富洋海運

22 インフィニティ 富士通㈱

23 チャレンジ櫂 市民チーム 前回優勝

24 カリエンテ・クルシマ 市民チーム

25 人間魚雷 兵庫県立御影高校ＯＢ

26 三菱倉庫ウォータースケーターズ 三菱倉庫㈱

27 渚のハッチ 大阪水上警察署 初参加

28 よしの丸 市民チーム

29 青年海外協力隊OB会ワラッド 青年海外協力隊ＯＢ

30 ＭＹ　ＭＯＴＨＥＲＳ 市民チーム

31 関西小原台倶楽部 防衛大学校ＯＢ

32 紫陽花会 市民チーム

33 早駒じゃじゃ丸 早駒運輸㈱

34 FUJI　BOYS 富士貿易㈱

35 ＴＮＫＣハイウェイズ 太洋日本汽船㈱

36 チームこたん 市民チーム

37 ＳＮＧ 第五管区海上保安本部

38 P1＆WF 神戸市みなと総局

39 サンキュウベアーズ 山九㈱

40 エム・シーシー食品カッターヤングチーム エム・シーシー食品㈱

41 エム・シーシー食品カッターベテランチーム エム・シーシー食品㈱

42 ＮＡＩＳ野郎 内海水先区水先人会

43 住友倉庫カッターチーム ㈱住友倉庫

44 住友倉庫de JAPÓN ㈱住友倉庫

45 KOBE919 カッター部 市民チーム 前回二位

46 KOBE919山スキー部 市民チーム

47 近畿地整コリンズ① 近畿地方整備局

48 近畿地整コリンズ② 近畿地方整備局

49 ニチレイリーファーズA ニチレイロジグループ

50 ニチレイリーファーズB ニチレイロジグループ

51 たかとり 神戸市水上消防署

52 ドラゴンファイターズ ㈱辰巳商会

53 一勝懸命漕がん会 神戸運輸監理部

54 大人の端艇倶楽部”084” ㈱ダイトーコーポレーション

55 神戸メリケンマリーンズ 市民チーム

56 夜明けのコロッケ 水産大学校端艇部OB

57 港湾短大男子チーム 港湾職業能力開発短大

58 三井倉庫　男子Aチーム 三井倉庫㈱

59 三井倉庫　男子Bチーム 三井倉庫㈱

60 チーム海鼠 市民チーム

61 New　さんふらわあさつま ㈱フェリーさんふらわあ

62 カワサキ＆ベニックフューチャー 川崎重工業㈱グループ

第３９回神戸港カッターレース参加チーム第３９回神戸港カッターレース参加チーム第３９回神戸港カッターレース参加チーム第３９回神戸港カッターレース参加チーム



第３９回神戸港カッターレース参加チーム第３９回神戸港カッターレース参加チーム第３９回神戸港カッターレース参加チーム第３９回神戸港カッターレース参加チーム

＜女子レース　２1チーム＞＜女子レース　２1チーム＞＜女子レース　２1チーム＞＜女子レース　２1チーム＞

№ チーム名 チーム構成 備考

1 日東なでしこ 日東物流㈱

2 ミナト神戸っ子の会 女子チーム 市民チーム

3 メリケンボーダーズ 大阪湾水先区水先人会

4 日本食研ワグーマジャパン LADIES 日本食研ホールディングス㈱ 前回三位

5 チャレンジ櫂 LADIES 市民チーム

6 ＭＥＲＭＡＩＤ・ＦＯＲＣＥ 市民チーム

7 青年海外協力隊OB会バナード 青年海外協力隊ＯＧ

8 ＭＹ　ＭＯＴＨＥＲＳ　ＬＡＤＩＥＳ 市民チーム 前回二位

9 FUJI　GIRLS 富士貿易㈱

10 ｐｏｃｏ　a　ｐｏｃｏ 市民チーム

11 チームこたんレディース 市民チーム

12 Ｚｉｐｐｙ 山九 山九㈱

13 商船ギャルズ 神戸大学 前回優勝

14 住友倉庫レディース ㈱住友倉庫

15 SPEED ladies` 中日海洋少年団OG

16 ドラゴンレディース ㈱辰巳商会

17 神戸メリケンマリーンズ・レディース 市民チーム

18 港湾短大女子チーム 港湾職業能力開発短大

19 三井倉庫　女子チーム 三井倉庫㈱

20 神戸チャリンコレディース 市民チーム

21 カワサキ＆ベニックレディース 川崎重工業㈱グループ

＜シニアレース　１７チーム＞＜シニアレース　１７チーム＞＜シニアレース　１７チーム＞＜シニアレース　１７チーム＞

№ チーム名 チーム構成 備考

1 シーガル・ビクトリー 名港海運㈱

2 アトム２期 神戸商船大ＯＢ

3 オールウェイズ　フジワラ 藤原運輸㈱

4 新萬丸亭 中日海洋少年団OB

5 海漕会 海技大学校OB

6 オーシャンズ22nd 神戸商船大ＯＢ

7 レッド・タートルズ 神戸市消防局

8 インフィニティ 富士通㈱

9 富山商船ＯＢＯＧ 富山商船高専ＯＢＯＧ 前回二位

10 峨々羅山ウォーリアーズ 広島商船高専ＯＢ 前回優勝

11 FUJI　GENTLEMEN 富士貿易㈱

12 横浜通商ライフラフツ ㈱横浜通商

13 Team Yoshima over the top 市民チーム 初参加

14 宇部カッタークラブKAI 市民チーム 初参加

15 ＴＮＫＣバルカーズ 太洋日本汽船㈱

16 バイキングファイターズ 神戸商船大OB

17 山九３９ＥＲＳ 山九㈱

＜官公庁対抗特別レース　６チーム＞＜官公庁対抗特別レース　６チーム＞＜官公庁対抗特別レース　６チーム＞＜官公庁対抗特別レース　６チーム＞

№ チーム名 チーム構成 備考

1 近畿地方整備局 港湾空港部 ―

2 神戸運輸監理部 ―

3 第五管区海上保安本部 ―

4 神戸水上警察署 ―

5 神戸市消防局 ―

6 神戸市みなと総局 ―


