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小樽商科大学 1 4531 佐藤柊雅 蛯谷真尋 佐藤柊雅 蛯谷真尋 佐藤柊雅 蛯谷真尋 佐藤柊雅 蛯谷真尋 佐藤柊雅 蛯谷真尋 佐藤柊雅 蛯谷真尋 佐藤柊雅 蛯谷真尋 佐藤柊雅 蛯谷真尋

北海道大学 2 4632 熊谷　羽留 松本　快 熊谷　羽留 松本　快 熊谷　羽留 松本　快 熊谷　羽留 松本　快 熊谷　羽留 松本　快 熊谷　羽留 松本　快 熊谷　羽留 松本　快 熊谷　羽留 松本　快

北海道大学 3 4557 森　樹 中野　眞吾 森　樹 中野　眞吾 森　樹 中野　眞吾 森　樹 中野　眞吾 森　樹 中野　眞吾 森　樹 中野　眞吾 森　樹 中野　眞吾 森　樹 中野　眞吾

新潟大学 4 4786 生江竜大 袴田麻友 生江竜大 袴田麻友 生江竜大 袴田麻友 生江竜大 袴田麻友 生江竜大 袴田麻友 生江竜大 袴田麻友 生江竜大 袴田麻友 生江竜大 袴田麻友

東北学院大学 5 4818

東北大学 6 4782 青木出琉 村田有翼 青木出琉 村田有翼 青木出琉 村田有翼 青木出琉 村田有翼 青木出琉 村田有翼 青木出琉 村田有翼 青木出琉 村田有翼 青木出琉 村田有翼

横浜国立大学 7 4725 国見有 川添敦史 国見有 川添敦史 国見有 川添敦史 国見有 川添敦史 国見有 川添敦史 国見有 川添敦史 国見有 川添敦史 国見有 川添敦史

慶應義塾大学 8 4777 菅澤龍佑 長島優弥 菅澤龍佑 長島優弥 菅澤龍佑 長島優弥 菅澤龍佑 長島優弥 菅澤龍佑 長島優弥 菅澤龍佑 長島優弥 菅澤龍佑 長島優弥 菅澤龍佑 長島優弥

慶應義塾大学 9 4713 杉若雄山 相馬一徳 杉若雄山 相馬一徳 杉若雄山 相馬一徳 杉若雄山 相馬一徳 杉若雄山 相馬一徳 杉若雄山 相馬一徳 杉若雄山 相馬一徳 杉若雄山 相馬一徳

早稲田大学 10 4821 石川和歩 田中丸武 石川和歩 田中丸武 石川和歩 田中丸武 石川和歩 田中丸武 石川和歩 田中丸武 石川和歩 田中丸武 石川和歩 田中丸武 石川和歩 田中丸武

早稲田大学 11 4789 倉橋直暉 高田澪 倉橋直暉 松山大祐 倉橋直暉 松山大祐 倉橋直暉 高田澪 倉橋直暉 松山大祐 倉橋直暉 松山大祐 倉橋直暉 松山大祐 倉橋直暉 高田澪

早稲田大学 12 4756 飯田澪 金子俊輔 飯田澪 金子俊輔 飯田澪 金子俊輔 飯田澪 金子俊輔 飯田澪 金子俊輔 飯田澪 金子俊輔 飯田澪 金子俊輔 飯田澪 金子俊輔

早稲田大学 13 4695 安永昂生 吉野満衣 安永昂生 藤倉廉 安永昂生 藤倉廉 安永昂生 吉野満衣 安永昂生 吉野満衣 安永昂生 藤倉廉 安永昂生 藤倉廉 安永昂生 吉野満衣

中央大学 14 4774 木村颯太 青木武斗 木村颯太 青木武斗 木村颯太 青木武斗 木村颯太 青木武斗 木村颯太 青木武斗 木村颯太 青木武斗 木村颯太 青木武斗 木村颯太 青木武斗

日本大学 15 4823 小柳 倫太郎 福田拓斗 小柳 倫太郎 福田拓斗 小柳 倫太郎 福田拓斗 小柳 倫太郎 福田拓斗 小柳 倫太郎 福田拓斗 小柳 倫太郎 福田拓斗 小柳 倫太郎 福田拓斗 小柳 倫太郎 福田拓斗

日本大学 16 4773 小濱暖士 坂井友里愛 小濱暖士 坂井友里愛 小濱暖士 坂井友里愛 小濱暖士 坂井友里愛 小濱暖士 坂井友里愛 小濱暖士 坂井友里愛 小濱暖士 坂井友里愛 小濱暖士 坂井友里愛

日本大学 17 4734 中山由菜 久保田賢人 中山由菜 久保田賢人 中山由菜 久保田賢人 中山由菜 久保田賢人 中山由菜 久保田賢人 中山由菜 久保田賢人 中山由菜 久保田賢人 中山由菜 久保田賢人

日本大学 18 4733 川原雅隆 山田大夢 川原雅隆 山田大夢 川原雅隆 山田大夢 川原雅隆 山田大夢 川原雅隆 山田大夢 川原雅隆 山田大夢 川原雅隆 山田大夢 川原雅隆 山田大夢

日本大学 19 4714 池田海人 山本信之介 池田海人 山本信之介 池田海人 山本信之介 池田海人 山本信之介 池田海人 山本信之介 池田海人 山本信之介 池田海人 山本信之介 池田海人 山本信之介

明海大学 20 4566 伊藤遥稀 田中大聖 伊藤遥稀 田中大聖 伊藤遥稀 田中大聖 伊藤遥稀 田中大聖 伊藤遥稀 田中大聖 伊藤遥稀 田中大聖 伊藤遥稀 田中大聖 伊藤遥稀 田中大聖

明海大学 21 4492 及川慧悟 田畑詠一郎 及川慧悟 田畑詠一郎 及川慧悟 田畑詠一郎 及川慧悟 田畑詠一郎 及川慧悟 田畑詠一郎 及川慧悟 田畑詠一郎 及川慧悟 田畑詠一郎 及川慧悟 田畑詠一郎

明治大学 22 4721 今村紗栄 後藤玲音 今村紗栄 後藤玲音 今村紗栄 後藤玲音 今村紗栄 後藤玲音 今村紗栄 後藤玲音 今村紗栄 後藤玲音 今村紗栄 後藤玲音 今村紗栄 後藤玲音

明治大学 23 4672 服部友賀 堤祐人 服部友賀 堤祐人 服部友賀 堤祐人 服部友賀 堤祐人 服部友賀 堤祐人 服部友賀 堤祐人 服部友賀 堤祐人 服部友賀 堤祐人

立教大学 24 4666 谷　望 保坂　優太 谷　望 保坂　優太 谷　望 保坂　優太 谷　望 保坂　優太 谷　望 保坂　優太 谷　望 保坂　優太 谷　望 保坂　優太 谷　望 保坂　優太

愛知工業大学 25 4638 髙島雅久 鈴木優太 髙島雅久 鈴木優太 髙島雅久 鈴木優太 髙島雅久 鈴木優太 髙島雅久 鈴木優太 髙島雅久 鈴木優太 髙島雅久 鈴木優太 髙島雅久 鈴木優太

名古屋工業大学 26 4770 高野　陸斗 橋本　慧海 高野　陸斗 橋本　慧海 高野　陸斗 橋本　慧海 高野　陸斗 橋本　慧海 高野　陸斗 橋本　慧海 高野　陸斗 橋本　慧海 高野　陸斗 橋本　慧海 高野　陸斗 橋本　慧海

名古屋大学 27 4726 岡村太暉 宮原光彦 岡村太暉 宮原光彦 岡村太暉 宮原光彦 岡村太暉 宮原光彦 岡村太暉 宮原光彦 岡村太暉 宮原光彦 岡村太暉 宮原光彦 岡村太暉 宮原光彦

名古屋大学 28 3875 荒島聡太 山田悠貴 荒島聡太 山田悠貴 荒島聡太 山田悠貴 荒島聡太 山田悠貴 荒島聡太 山田悠貴 荒島聡太 山田悠貴 荒島聡太 山田悠貴 荒島聡太 山田悠貴

名古屋大学 29 3622 石原治真 吉野花梨 石原治真 吉野花梨 石原治真 吉野花梨 石原治真 吉野花梨 石原治真 吉野花梨 石原治真 吉野花梨 石原治真 吉野花梨 石原治真 吉野花梨

同志社大学 30 4778 長谷川真大 小松慎平 長谷川真大 小松慎平 長谷川真大 小松慎平 長谷川真大 小松慎平 長谷川真大 小松慎平 長谷川真大 小松慎平 長谷川真大 小松慎平 長谷川真大 白數奈津見

同志社大学 31 4761 大石駿水 西山怜 大石駿水 西山怜 大石駿水 西山怜 大石駿水 西山怜 大石駿水 西山怜 大石駿水 西山怜 大石駿水 西山怜 大石駿水 西山怜

同志社大学 32 4694 小菅楓 山田海統 小菅楓 山田海統 小菅楓 山田海統 小菅楓 後藤すず 小菅楓 山田海統 小菅楓 山田海統 小菅楓 山田海統 小菅楓 山田海統

同志社大学 33 4587 三浦凪砂 井口七海 三浦凪砂 安藤健太 三浦凪砂 安藤健太 三浦凪砂 井口七海 三浦凪砂 安藤健太 三浦凪砂 安藤健太 三浦凪砂 安藤健太 三浦凪砂 井口七海

立命館大学 34 4760 河村諒 山口寛生 河村諒 山口寛生 河村諒 山口寛生 河村諒 山口寛生 河村諒 山口寛生 河村諒 山口寛生 河村諒 山口寛生 河村諒 山口寛生

立命館大学 35 4689 山本拓海 小野倖士朗 山本拓海 小野倖士朗 山本拓海 小野倖士朗 山本拓海 小野倖士朗 山本拓海 小野倖士朗 山本拓海 小野倖士朗 山本拓海 笠木崚矢 山本拓海 小野倖士朗

関西学院大学 36 4797 林玄 西垣翔平 林玄 西垣翔平 林玄 西垣翔平

関西学院大学 37 4747 藤尾万唯華 福井健太 藤尾万唯華 福井健太 藤尾万唯華 福井健太

関西学院大学 38 4746 鶴本優士 伊藤祐太 鶴本優士 伊藤祐太 鶴本優士 伊藤祐太

関西学院大学 39 4735

関西大学 40 4794 山田咲良 戸川屋　陽生 山田咲良 戸川屋　陽生 山田咲良 戸川屋　陽生 山田咲良 戸川屋　陽生 山田咲良 戸川屋　陽生 山田咲良 戸川屋　陽生 山田咲良 戸川屋　陽生 山田咲良 戸川屋　陽生

関西大学 41 4787 福田新之介 後藤滉介 福田新之介 後藤滉介 福田新之介 後藤滉介 福田新之介 後藤滉介 福田新之介 後藤滉介 福田新之介 後藤滉介 福田新之介 後藤滉介 福田新之介 後藤滉介

広島大学 42 4811 河野拓未 藤田良太郎 河野拓未 藤田良太郎 河野拓未 藤田良太郎 河野拓未 藤田良太郎 河野拓未 藤田良太郎 河野拓未 藤田良太郎 河野拓未 藤田良太郎 河野拓未 藤田良太郎

広島大学 43 4675 比嘉竜太郎 西半琢真 比嘉竜太郎 西半琢真 比嘉竜太郎 西半琢真 比嘉竜太郎 西半琢真 比嘉竜太郎 西半琢真 比嘉竜太郎 西半琢真 比嘉竜太郎 西半琢真 比嘉竜太郎 西半琢真

広島大学 44 4523 岡崎文哉 森安　新 岡崎文哉 森安　新 岡崎文哉 森安　新 岡崎文哉 森安　新 岡崎文哉 森安　新 岡崎文哉 森安　新 岡崎文哉 森安　新 岡崎文哉 森安　新

広島大学 45 4481 高坂実由 因幡健太 高坂実由 因幡健太 高坂実由 因幡健太 高坂実由 因幡健太 高坂実由 因幡健太 高坂実由 因幡健太 高坂実由 因幡健太 高坂実由 因幡健太

愛媛大学 46 4743 佐藤太一 鍋良桂吾 佐藤太一 鍋良桂吾 佐藤太一 鍋良桂吾 佐藤太一 鍋良桂吾 佐藤太一 鍋良桂吾 佐藤太一 鍋良桂吾 佐藤太一 鍋良桂吾 佐藤太一 鍋良桂吾

高知大学 47 4500 濱崎寛太 守時秀平 濱崎寛太 守時秀平 濱崎寛太 守時秀平 濱崎寛太 守時秀平 濱崎寛太 守時秀平 濱崎寛太 守時秀平 濱崎寛太 守時秀平 濱崎寛太 守時秀平

徳島大学 48 4568 河合美瑞紀 竹一憲太朗 河合美瑞紀 竹一憲太朗 河合美瑞紀 竹一憲太朗 河合美瑞紀 竹一憲太朗 河合美瑞紀 竹一憲太朗 河合美瑞紀 竹一憲太朗 河合美瑞紀 竹一憲太朗 河合美瑞紀 竹一憲太朗

九州大学 49 4814 錦見昇之介 上野大一 錦見昇之介 上野大一 錦見昇之介 上野大一 錦見昇之介 上野大一 錦見昇之介 上野大一 錦見昇之介 上野大一 錦見昇之介 上野大一 錦見昇之介 上野大一

九州大学 50 4717 山下龍司 伊井宥景 山下龍司 伊井宥景 山下龍司 伊井宥景 山下龍司 伊井宥景 山下龍司 伊井宥景 山下龍司 伊井宥景 山下龍司 伊井宥景 山下龍司 伊井宥景

日本経済大学 51 4800

日本経済大学 52 4759 北方雄悟 安藤司 北方雄悟 安藤司 北方雄悟 安藤司 北方雄悟 安藤司 北方雄悟 中村豪太 北方雄悟 安藤司 北方雄悟 安藤司 北方雄悟 安藤司

日本経済大学 53 4758 濵田登羽 宮崎朝光 濵田登羽 宮崎朝光 濵田登羽 宮崎朝光 濵田登羽 宮崎朝光 濵田登羽 宮崎朝光 濵田登羽 宮崎朝光 濵田登羽 宮崎朝光 濵田登羽 宮崎朝光

福岡大学 54 4683 藤田奏音 春山祥輝 藤田奏音 春山祥輝 藤田奏音 春山祥輝 藤田奏音 春山祥輝 藤田奏音 春山祥輝 藤田奏音 春山祥輝 藤田奏音 春山祥輝 藤田奏音 春山祥輝

豊田自動織機 海陽ヨットハーバー
9月4日

ﾚｰｽ委員長 ﾌﾟﾛﾃｽﾄ委員長 記録部長 作成者
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