
Ａ級ディンギー全国大会　　記録（１～６位）

開催年月日 開催地 1位 2位 3位 4位 5位 6位

1 1991/7/28 逗子湾 立教 横国/市 早稲田 明治 日大 中央

2 1992/7/26 三戸浜 明治 早稲田 中央 日大 立教 ＮＨＫ

3 1993/7/25 初声 同志社 中央 成蹊 立教 日大 早稲田

4 1994/7/31 立教 博多Ａ 明治 同志社 学習院 堀川ＫＯ 成蹊

5 1995/7/30 琵琶湖 成蹊 早稲田 立命館 同志社 博多Ａ 中央

6 1996/7/21

7 1997/7/26 函館 早稲田 九大 明治 成蹊 大阪大 立教

8 1998/7/4 葉山 日大 立教 関西学 成蹊 早稲田 同志社

9 1999/7/10 博多湾 九大Ａ 関西学 立教 九大Ｂ 福岡大 成蹊

10 2000/7/1 八景島 関西学Ｃ 九大Ａ 立教 福岡大 立命館 関西学Ａ

11 2001/6/30 江の島 関西学 立教Ｂ 立教Ａ 成蹊 関西学 関西大

12 2002/7/27 西宮 成蹊 関西大 同志社 関東学 九大・２ 大阪大

葉山　シニア 成蹊 同志社 日大 九州大 立教 京都大

葉山 成蹊 関西学 関西法 九州大 同志社 立教

江の島　シニア 大阪大 立教 立教 立教 中央 成蹊

江の島 九州大 大阪大 同志社 立教 関西学 成蹊

琵琶湖　シニア 同志社 大阪大 九州大 立教 立教 明治

琵琶湖 立命館 立教 成蹊 九州大 関西大 同志社

江の島　シニア　 日大 九州大 早稲田 中央 大阪大 立教

江の島 九州大 日大 立命館 関西学 立教 大阪大

牛窓　シニア 立教 九州大 関西学 日大 関西大 早稲田

牛窓 立命館 修猷館 同志社 九州大Ａ 日大 九州大Ｂ

葉山　シニア 日大Ａ 日大Ｂ 大阪大 関東学Ｄ 関東学Ａ 早稲田

葉山 同志社 甲南大 関東学 立命館 九州大 成蹊

横浜　シニア 日大 九州大 同志社 中央 横市大 早稲田

横浜 サニ-サイド 関西法 立命館 関東学 九州大 早稲田

博多湾　シニア 九州大 関東学 横市大 日大 修猷館 逗子ヨット

博多湾  FRP サニ-サイド 東大 西南学院 高松商業 関東学 甲南大

博多湾　wood 九州大 同志社 九州大 福岡大 日大 岡山大

21 2011

琵琶湖　シニア 九州大 日大 同志社 立教 大阪大 アドニス

琵琶湖　FRP 横浜市大 立命館 甲南大 高松商業 松島Ａ級 修猷館

琵琶湖　wood 日大 九州大 白翠・旭水 九州大 福岡高校 あたみさん

稲毛　シニア 日大 九州大 同志社 西南学院 淡青 三田Ａ級

稲毛　FRP サニ-サイド 立命館 横市大 鹿児島 関西大 立命館

稲毛   wood 九州大 成蹊 逗子開成 日大 関西大 日大

松島　シニア 立教 日大 松島Ａ級 西南学院 大阪大 逗子開成

松島　FRP 松島Ａ級 サニ-サイド 鹿児島 三田Ａ級 サニ-サイド 横市大

松島　wood 九州大 日大 関西法友 西南学院 関西大 大阪大

西宮　シニア 早稲田 九州大 同志社 横市大 東大 日大

西宮　FRP 関西法友 横市大 松島Ａ級 同志社 立命館 西南学院

西宮   wood 日大 九州大 同志社 立教 関西大 甲南大

博多湾　FRP サニ-サイド 関西法友 東大 三田Ａ級 早稲田 学習院

博多湾　wood あたみさん 関西法友 日大 九州大 立教 福岡高校

葉山  FRP 早稲田 サニ-サイドjr 関西法友 松島Ａ級 さぬきＡ級 修猷館

葉山  wood 九州大 日大 九州大 日大 ほたて会 関西大

琵琶湖　FRP サニ-サイドはっする 立教 関西法友 甲南大 松島Ａ級 西南学院

琵琶湖　wood 九州大 あたみさん 日大 同志社 関西法友 成蹊
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（注１）第20回大会からウッドクラス（wood）、FRPクラスに（FRP）分離

（注２）シニアクラスはスキッパーが年齢が70歳以上

八景島（台風の為中止）

葉山大会中止（東日本大震災の為）　
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