
第36回 松江市民レガッタ 公式練習一覧表

開始時刻

6月2日 日 9時00分 エコもかしこも 男子

10時00分 鹿島病院WilD$Daz ミックス

11時00分 鹿島病院Dragonfly 男子

12時00分 SOLCOM 男子 NTT西日本BFオールインワン 男子

13時00分 チームrekishi ミックス スクラッチ 男子 SJNKジャパンダ号 男子 鳥取銀行 ミックス

14時00分 カナツの細腕 男子 チーム働き方改革Season2 男子 雇用政策課1号 男子 NTT西日本BF働き方改革 男子

15時00分 MS Gators ミックス ミズベリング縁 男子 女神降臨 女子 鹿島病院MiLD$Daz ミックス

16時00分 進め!スマートライフマン 男子 ミズベリング縁2 男子 雇用政策課2号 男子 ホープ・カンシツ 男子

6月8日 土 9時00分 和幸グループA 男子 ジャンプ初老期 男子 ジャンプ弐号機 男子 しまもん 男子 ドコモギガホ 男子

10時00分 ナギサノマーメイド ミックス まいぶん1号 男子 和幸グループC 男子 NTT西日本島根 タカッツ 男子 ドコモギガライト 男子

11時00分 和幸グループD 女子 NTT西日本チームまるちゃん 男子 NTT西日本コーポ浜松601 男子 松江艇友会C 男子シニア MSやのくんゴー ミックス

12時00分 Team“勝” 男子 和幸グループB 男子 FJサンインシシャ1号 男子 FJサンインシシャ2号 男子 高浜印刷 男子

13時00分 行友会2 男子 行友会1 ミックス NTT西日本中国CC-A 男子 NTT西日本中国CC-B 男子 NTT西日本中国CC-C 男子

14時00分 まいぶん2号改 男子 ジョウカスターズ 男子 TS 製造部 男子 TS Viet 男子 nougyou-01go! ミックス

15時00分 ロッキーズ 女子 ジェイソン 女子 てるつやちゃん号 男子 なんじゃもんじゃ 男子 MS鈴木君達 ミックス

16時00分 NACL4 男子 東部島根医療福祉センター 女子 半魚人 男子 半魚人(成すがままに) ミックス たまちゃん 膝組 男子

6月9日 日 9時00分 チームMOMO 男子 MCL悠人 男子 スパヒルズ 男子 わがまま2002 女子 嫁島クラブB ミックス

10時00分 かっぱのパッピンス☆プレミアム ミックス フクテコA 男子 スーパードライ2号 男子 さつき会2号 男子 エピソード15 男子

11時00分 松江ローイングフレンズ 女子シニア オロリンズ 女子 スーパードライ1号 男子 駿平会 男子 たんぽぽミックス3号 ミックス

12時00分 松江東高ボート部父親会 男子 山陰中央新報ボート同好会Y 男子 医龍 ピンク ミックス たんぽぽミックス1号 ミックス VIKING ZERO 男子

13時00分 土建ちゃま 男子 嫁島クラブA 男子 山陰中央新報ボート同好会A 男子シニア 山陰中央新報ボート同好会L 女子 低コスト2号 男子

14時00分 三菱パルシード 男子 Nブレンド ミックス nougyou-02go! ミックス トイプーズ&まんちゃん 女子 たんぽぽミックス2号 ミックス

15時00分 あめんぼ丸2号 女子 戦艦ゴリラ丸 男子 VILLETTA 男子 NNブラザーズ 男子 三菱ウォーターガールズ 女子

16時00分 カナツの右腕 男子 TN-2松江のゴールデンパール ミックス TN-1ジローのトマトサワー ミックス TN-3安来の紅ほっぺ ミックス VIKING 27th 男子

6月15日 土 9時00分 松江管工事事業協同組合青年部 男子 三菱ASUMA 男子 グレートパワーズ 女子 め組 男子 ハートフルdocomo ミックス

10時00分 かっぱのパッピンス☆レジェンド ミックス 真幸6丁目 男子 真幸15番41号 男子 フクテコB 男子 島根県民共済 男子

11時00分 赤山の暴れん坊 男子 風雲!かおり丸 女子 しょうちゅう 男子 ごうぎん証券ゴールデンボンバー ミックス

12時00分 happyガールズ ミックス NTT西日本スリッパーズ 男子 チーム一財 男子 スマイル 男子 さつき会1号 男子

13時00分 和光工業株式会社 MIX ミックス ハッカーズ 男子 R30T 男子 まいぶん3.5号 ミックス たまちゃん 股組 ミックス

14時00分 和光工業株式会社 男子 NTT西日本設備魂 男子 ガッツロータリー1 男子 ガッツロータリー2 男子 ガッツロータリー3 男子

15時00分 土木2号 男子 もと乙女もこぎ隊 女子 しらかたフィル 女子 みつきのゆかいな仲間たち 男子 久茂福号 男子

16時00分 東淞北台 男子シニア 天国ハイム 男子 総和会 ミックス 総務部スポーツ同好会 ミックス ごうぎん証券ゴールデンスターズ 男子

6月22日 土 9時00分 二日酔い 男子 乾杯ラガーいえぃ! 男子 まもるKUN Ⅱ 男子 NTT西日本中国CC-D 男子 たまちゃん腕組 男子

10時00分 そらまめ～ず1組 男子 そらまめ～ず2組 男子 くにびきチャレンジャーズ 男子 松江スベロー会マスターズ 男子シニア 松江スベロー会シニア 男子シニア

11時00分 Akayama13Rの魔女たち 女子 医療1号 男子 ウィークエンドボートⅡ ミックス がっしょでいかこいライオンズ! 男子 松江スベロー会椿姫MIX ミックス

12時00分 がっしょでいかこいL字の誇り 男子 野村の漢 男子 野村の男女 ミックス NTT西日本あめんぼう 男子 トリダイジュウボウ 男子

13時00分 土木1号 男子 感謝と絆で We Serve! 男子 スペシャルオリンピックスA ミックス スペシャルオリンピックスB 男子 山陰酸素ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｴﾝｼﾞ 男子

14時00分 島根県電気工事工業組合青年部A 男子 島根県電気工事工業組合青年部B 男子 あめんぼ丸1号 女子 日本郵政GP3号 ミックス 山陰酸素ｸﾞﾙｰﾌﾟ SS 男子

15時00分 ウロ男爵とジビ婦人① 男子 ウロ男爵とジビ婦人② 女子 ウロ男爵とジビ婦人③ ミックス 日本郵政GP1号 男子 日本郵政GP2号 ミックス

16時00分 カカ5(ファイブ) 女子 樋野会 男子 とりあえず焼酎 男子 山陰酸素ｸﾞﾙｰﾌﾟSNST 男子 山陰酸素ｸﾞﾙｰﾌﾟ新人 男子

6月29日 土 9時00分 三菱ASUMA 男子 まもるKUN Ⅱ 男子 まいぶん1号 男子 FISHBONE 男子 嫁島クラブB ミックス

10時00分 かっぱのパッピンス☆レジェンド ミックス 風雲!かおり丸 女子 島根県民共済 男子 松江艇友会C 男子シニア たんぽぽミックス1号 ミックス

11時00分 かっぱのパッピンス☆プレミアム ミックス ナギサノマーメイド ミックス NTT西日本島根 タカッツ 男子 め組 男子 久茂福号 男子

12時00分 しらかたフィル 女子 ジャンプ初老期 男子 ジャンプ弐号機 男子 まいぶん3.5号 ミックス たまちゃん 膝組 男子

13時00分 土木1号 男子 行友会2 男子 行友会1 ミックス NTT西日本中国CC-A 男子 NTT西日本中国CC-B 男子

14時00分 あめんぼ丸1号 女子 ガッツロータリー1 男子 ガッツロータリー2 男子 ガッツロータリー3 男子 もと乙女もこぎ隊 女子

15時00分 フクテコA 男子 土木2号 男子 総務部スポーツ同好会 ミックス 山陰酸素ｸﾞﾙｰﾌﾟ SS 男子 山陰酸素ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｴﾝｼﾞ 男子

16時00分 TS 製造部 男子 TS Viet 男子 山陰酸素ｸﾞﾙｰﾌﾟSNST 男子 山陰酸素ｸﾞﾙｰﾌﾟ新人 男子 たんぽぽミックス2号 ミックス

6月30日 日 9時00分 Nブレンド ミックス カナツの右腕 男子 NTT西日本チームまるちゃん 男子 VILLETTA 男子 ドコモギガライト 男子

10時00分 くにびきチャレンジャーズ 男子 MCL悠人 男子 土建ちゃん ミックス なんじゃもんじゃ 男子 ドコモギガホ 男子

11時00分 松江ローイングフレンズ 女子シニア 土建ちゃま 男子 NTT西日本コーポ浜松601 男子 ハートフルdocomo ミックス ごうぎん証券ゴールデンスターズ 男子

12時00分 たまちゃん 女子 医龍 ピンク ミックス 半魚人 男子 半魚人(成すがままに) ミックス 駿平会 男子

13時00分 嫁島クラブA 男子 トリダイジュウボウ 男子 FJサンインシシャ1号 男子 FJサンインシシャ2号 男子 NTT西日本BF島根 男子

14時00分 三菱パルシード 男子 たまちゃん腕組 男子 高浜印刷 男子 nougyou-02go! 男子 ごうぎん証券ゴールデンボンバー ミックス

15時00分 日本郵政GP1号 男子 日本郵政GP2号 ミックス 日本郵政GP3号 ミックス しまもん 男子 エピソード15 男子

16時00分 スパヒルズ 男子 NACL4 男子 三菱ウォーターガールズ 女子 たんぽぽミックス3号 ミックス VIKING 27th 男子

7月6日 土 9時00分 松江管工事事業協同組合青年部 男子 二日酔い 男子 乾杯ラガーいえぃ! 男子 NTT西日本中国CC-C 男子 NTT西日本中国CC-D 男子

10時00分 真幸6丁目 男子 真幸15番41号 男子 Akayama13Rの魔女たち 女子 和幸グループD 女子 ジョウカスターズ 男子

11時00分 赤山の暴れん坊 男子 Team“勝” 男子 NTT西日本設備魂 男子 NTT西日本あめんぼう 男子 NNブラザーズ 男子

12時00分 happyガールズ ミックス NTT西日本スリッパーズ 男子 和幸グループA 男子 和幸グループB 男子 和幸グループC 男子

13時00分 和光工業株式会社 MIX ミックス ハッカーズ 男子 R30T 男子 nougyou-01go! ミックス スマイル 男子

14時00分 和光工業株式会社 男子 まいぶん2号改 男子 ウィークエンドボートⅡ ミックス MS鈴木君達 ミックス さつき会1号 男子

15時00分 あめんぼ丸2号 女子 野村の漢 男子 野村の男女 ミックス チーム一財 男子 天国ハイム 男子

16時00分 島根県電気工事工業組合青年部A 男子 島根県電気工事工業組合青年部B 男子 とりあえず焼酎 男子 てるつやちゃん号 男子 MSやのくんゴー ミックス

7月7日 日 9時00分 ロッキーズ 女子 チームMOMO 男子 グレートパワーズ 女子 東部島根医療福祉センター 女子 わがまま2002 女子

10時00分 そらまめ～ず1組 男子 そらまめ～ず2組 男子 スーパードライ2号 男子 戦艦ゴリラ丸 男子 トイプーズ&まんちゃん 女子

11時00分 オロリンズ 女子 スーパードライ1号 男子 しょうちゅう 男子 たまちゃん 股組 ミックス

12時00分 医療1号 男子 がっしょでいかこいライオンズ! 男子 松江東高ボート部父親会 男子 さつき会2号 男子 低コスト2号 男子

13時00分 がっしょでいかこいL字の誇り 男子 ジェイソン 女子 スペシャルオリンピックスA ミックス スペシャルオリンピックスB 男子 総和会 ミックス

14時00分 東淞北台 男子シニア 感謝と絆で We Serve! 男子 みつきのゆかいな仲間たち 男子 松江スベロー会マスターズ 男子シニア 松江スベロー会シニア 男子シニア

15時00分 フクテコB 男子 TN-2松江のゴールデンパール ミックス TN-1ジローのトマトサワー ミックス TN-3安来の紅ほっぺ ミックス 松江スベロー会椿姫MIX ミックス

16時00分 カカ5(ファイブ) 女子 樋野会 男子 ウロ男爵とジビ婦人① 男子 ウロ男爵とジビ婦人② 女子 ウロ男爵とジビ婦人③ ミックス

7月15日 月 9時00分 チームrekishi ミックス スクラッチ 男子 日赤レガッタ倶楽部 男子 雇用政策課1号 男子 エコもかしこも 男子

10時00分 カナツの細腕 男子 チーム働き方改革Season2 男子 ミズベリング縁 男子 女神降臨 女子 NTT西日本BF働き方改革 男子

11時00分 MS Gators ミックス 四代目オロチ料理人 男子 3分間キューピーズ 男子 雇用政策課2号 男子 鹿島病院WilD$Daz ミックス

12時00分 進め!スマートライフマン 男子 skippers 女子 SJNKジャパンダ号 男子 鳥取銀行 ミックス 鹿島病院Dragonfly 男子

13時00分 鹿島病院MiLD$Daz ミックス NTT西日本BFオールインワン 男子

14時00分 ホープ・カンシツ 男子

15時00分 SOLCOM 男子

16時00分

1 2 3 4 5

(当初設定分)


