
駐車場のご案内（参加者・関係者専用）及び注意事項 

☆ 自家用車でお越しの方は、以下の場所に駐車願います。 

① 「いろは橋」北西橋詰め（漕艇センター北側） 

② 中川口緑地内駐車場（中川運河左岸側） 

※台数が限られています。各チーム３台までとし、公共交通機関をご利用ください。 

 

③ いろは橋北東側「東邦ガス」工場跡地 
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◎ ビッグリブ（ＢＩＧＬＩＶＥ）さんの駐車場には絶対に駐車しないでください。 

 

☆ ゴミは、各自持ち帰って下さい。 
☆ レース参加者は飲酒厳禁です。 

 

 

第６回 中川運河 
ドラゴンボートレース大会 プログラム 

日時：平成 27 年 9 月 27 日（日） 8：30～16：00 

場所：中川運河河口（いろは橋南側） 

主催：中川運河ドラゴンボートレース大会実行委員会    
共催：日本ドラゴンボート協会    
後援：中川運河・堀川魅力再発見プロジェクト協議会、名古屋商工会議所、名古屋港管理組合、 

中京テレビ放送株式会社、中川ライオンズクラブ、国土交通省中部地方整備局、名古屋市、 

（公財）名古屋まちづくり公社 名古屋都市センター、中川運河利用者懇談会 

協力：名古屋市ボート協会、名古屋港漕艇センター、東海龍舟 
 

１  受付    8：30 

２  開会式    9：30 

３  レース開始   9：50 

４  決勝レース開始 14：40 

５  表彰・閉会式  15：20 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

②

ビッグリブ 

受付 



事前エントリーチーム ◎ 協賛企業（順不同 敬称略）  

名港海運㈱、伊勢湾海運㈱、㈱フジトランスコーポレーション、山九㈱、 

㈱スタック、名古屋ユナイテッドコンテナーターミナル㈱、名海運輸作業㈱、 

ナゴヤシッピング、山本運輸㈱、㈱中川運河利用者懇談会 

協賛企業の皆さま、大変ありがとうございました。 

 

レーススケジュール 

 

No チーム名 代表者名 紹 介 

 １ アメンボＧＯ！ＧＯ！ 鳥山 真二 
中川運河の浄化をはじめ、水環境の向上に努め

ます 

２ ポータンズ 鎌田 敏志 

名古屋港管理組合の"運河びと"を筆頭に 力強

いメンバーが集まりました！ 

優勝目指して頑張ります！！ 

３ 香港日本龍 REUNION 江端 伸弘 

香港でドラゴンボートを漕いでいたメンバーが連覇

を目指し中川運河に結集しました。 

シニア中心の船頭揃いですが山に上がることはご

ざいません。 

４ （株）スタック 滾る漢 近藤 成倫 オトコが滾る足場軍団 

５ キャナチュウドリームチーム 元木 敬文 

中川運河でのアート活動を開催・支援している「キ

ャナルアート」と、 まもなく堀止の隣に引っ越しを

する「中京テレビ」の合同チームです。 

今年は思う存分レースを楽しみたいと思います。 

６ チーム GI 木村 憲司 
今年はチーム名もリニューアル！過去最高の成

績を目指します！！  

７ チーム G＆M 木村 憲司 
中川運河と周辺地域活性化のために盛り上げま

す！！ 

８ 名港海運 橋元 健児 
経験者は数名ですが港湾パワーで優勝を目指し

ます！！ 

９ 株式会社 不動テトラ 日向 功 
平均年齢高めですが、テクニックでカバーし、２回

戦進出を目指します。 

１０ 東海龍舟 柴田 光輝 
レースも大会運営も明るく元気に盛り上げます！ 

１１ ペンタパイレーツ 小辻 昌典 
年に一度だけ集まる海賊達が団結して中川運河

を突き進みます。 

１２ 闘龍者 橋爪 隆之 
東海龍舟を凌ぐ愛知を代表する兵ぞろい、その名

も闘龍者！ 

１３ JTK21 河村 幸宏 中川運河再生を目指しがんばります！ 

１４ FC totti 安藤 彰英 金山で活動するフットサルチームです。 

１５ チーム 中部地整 河内 愛 
全員で一丸となり、高潮防波堤のように粘り強く、

優勝目指して頑張ります！ 

１６ 中電龍舟 望月 和博 

中電龍舟は浜岡原子力発電所で働く中部電力社

員の有志で構成されたチームです。 

先月参加した琵琶湖大会では３位入賞を果たしま

した。本大会でも上位を狙います！ 

１７ 琵琶湖ドラゴンボートクラブ 山本 伸輔 
お恥ずかしながらメンバーが揃わなかったので、

個人エントリとさせていただきます。 

☆  ドラゴンボートレース大会について 
参加費 1 チーム 30,000 円 もしくは 1,500 円/人 
一人でも当日飛び入りで参加できます 
8：30～9：30 参加者（チーム）受付 

※香港日本龍 REUNION＆琵琶湖ドラゴンボートクラブは、香港日本龍 REUNION と琵琶湖ドラゴンボートクラブの合同チーム、 

東(闘)海龍舟は、東海龍舟と闘龍者の合同チームです。 

レースNo 集合予定 発艇予定 レース 第1レーン 第2レーン 第3レーン 第4レーン

R1 9:30 9 :50 予選1
香港日本龍REUNION＆

琵琶湖ドラゴンボートクラブ
アメンボGO!GO! チームG＆M JTK21

R2 9 :50 10 :10 予選2 ポータンズ (株)スタック 滾る漢 名港海運 チーム中部地整

R3 10 :10 10 :30 予選3 キャナチュウドリームチーム 不動テトラ 中電龍舟 東(闘)海龍舟

R4 10 :30 10 :50 予選4 チームGI ペンタパイレーツ FC tott i

R5 11 :00 11 :20 敗者復活1 R1 順位2位 R2 順位3位 R3 順位3位 R4 順位4位

R6 11 :20 11 :40 敗者復活2 R2 順位2位 R1 順位3位 R4 順位3位 R3 順位4位

R7 11 :40 12 :00 敗者復活3 R3 順位2位 R4 順位2位 R1 順位4位 R2 順位4位

R8 13 :00 13 :20 準決勝1 R1 順位1位 R6 順位1位 R7 順位1位 R7 順位2位

R9 13 :20 13 :40 準決勝2 R2 順位1位 R5 順位1位 R5 順位2位 R5～7 3位タイム1位

R10 13 :40 14 :00 準決勝3 R3 順位1位 R4 順位1位 R6 順位2位 R5～7　3位タイム2位

R11 14 :00 14 :20 フレンドシップ

R12 14 :20 14 :40 B決勝 R8～10　2位タイム2位 R8～10　2位タイム3位 R8～10　3位タイム1位 R8～10　3位タイム2位

R13 14 :40 15 :00 A決勝 R8　順位　1位 R9　順位　1位 R10　順位　1位 R8～10　2位タイム1位

第6回中川運河ドラゴンボート大会：レーススケジュール

昼食


