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小樽商科大学 1 31516 小川 大地 上林一斗 小川 大地 上林一斗 小川 大地 上林一斗 小川 大地 上林一斗 小川 大地 上林一斗 小川 大地 上林一斗 小川 大地 上林一斗 小川 大地 上林一斗

北海道大学 2 30636 勝又瑛士 牧野翔太 勝又瑛士 牧野翔太 勝又瑛士 牧野翔太 勝又瑛士 牧野翔太 勝又瑛士 牧野翔太 勝又瑛士 牧野翔太 勝又瑛士 牧野翔太 勝又瑛士 牧野翔太

北海道大学 3 30020 須藤志保 佐藤大地 須藤志保 佐藤大地 須藤志保 佐藤大地 須藤志保 佐藤大地 須藤志保 佐藤大地 須藤志保 佐藤大地 須藤志保 佐藤大地 須藤志保 佐藤大地

新潟大学 4 30645 塚田裕介 大鋸健太 塚田裕介 大鋸健太 塚田裕介 大鋸健太 塚田裕介 大鋸健太 塚田裕介 大鋸健太 塚田裕介 大鋸健太 塚田裕介 大鋸健太 塚田裕介 大鋸健太

東北大学 5 31378 佐藤和樹 山本雄人 佐藤和樹 山本雄人 佐藤和樹 山本雄人 佐藤和樹 山本雄人 佐藤和樹 山本雄人 佐藤和樹 山本雄人 佐藤和樹 山本雄人 佐藤和樹 山本雄人

東北大学 6 31228 田中芳尚 塩谷航大 田中芳尚 塩谷航大 田中芳尚 塩谷航大 田中芳尚 水野雄大 田中芳尚 塩谷航大 田中芳尚 塩谷航大 田中芳尚 塩谷航大 田中芳尚 水野雄大

横浜国立大学 7 31657 箕田直人 上原響 箕田直人 上原響 箕田直人 上原響 箕田直人 上原響 箕田直人 上原響 箕田直人 上原響 箕田直人 上原響 箕田直人 上原響

横浜国立大学 8 31243 古川悠航 大塚洸季 古川悠航 大塚洸季 古川悠航 大塚洸季 古川悠航 大塚洸季 古川悠航 大塚洸季 古川悠航 大塚洸季 古川悠航 大塚洸季 古川悠航 大塚洸季

慶應義塾大学 9 31518 磯村麟之介 田口大悟 磯村麟之介 田口大悟 磯村麟之介 田口大悟 磯村麟之介 田口大悟 磯村麟之介 田口大悟 磯村麟之介 田口大悟 磯村麟之介 田口大悟 磯村麟之介 田口大悟

慶應義塾大学 10 31092 梅迫良輔 佐藤一真 梅迫良輔 佐藤一真 梅迫良輔 佐藤一真 梅迫良輔 佐藤一真 梅迫良輔 佐藤一真 梅迫良輔 佐藤一真 梅迫良輔 佐藤一真 梅迫良輔 佐藤一真

早稲田大学 11 31737 大久保優輝 河﨑元紀 大久保優輝 河﨑元紀 大久保優輝 河﨑元紀 大久保優輝 河﨑元紀 大久保優輝 河﨑元紀 大久保優輝 河﨑元紀 大久保優輝 河﨑元紀 大久保優輝 河﨑元紀

早稲田大学 12 31584 服部陸太 根本優樹 服部陸太 根本優樹 服部陸太 根本優樹 服部陸太 根本優樹 服部陸太 根本優樹 服部陸太 根本優樹 服部陸太 根本優樹 服部陸太 根本優樹

早稲田大学 13 31380 白石誉輝 青柳建佑 白石誉輝 青柳建佑 白石誉輝 青柳建佑 白石誉輝 青柳建佑 白石誉輝 青柳建佑 白石誉輝 青柳建佑 白石誉輝 青柳建佑 白石誉輝 青柳建佑

早稲田大学 14 31306 桔川翔太郎 鶴岡由梨奈 桔川翔太郎 鶴岡由梨奈 桔川翔太郎 鶴岡由梨奈 桔川翔太郎 鶴岡由梨奈 桔川翔太郎 鶴岡由梨奈 桔川翔太郎 鶴岡由梨奈 桔川翔太郎 大野誠真 桔川翔太郎 鶴岡由梨奈

中央大学 15 31754 桐井航汰 兒島皓紀 桐井航汰 兒島皓紀 桐井航汰 兒島皓紀 桐井航汰 兒島皓紀 桐井航汰 兒島皓紀 桐井航汰 兒島皓紀 桐井航汰 兒島皓紀 桐井航汰 兒島皓紀

中央大学 16 31652 黒田研一郎 熊倉優 黒田研一郎 熊倉優 黒田研一郎 熊倉優 黒田研一郎 熊倉優 黒田研一郎 熊倉優 黒田研一郎 熊倉優 黒田研一郎 熊倉優 黒田研一郎 熊倉優

中央大学 17 31328 廣瀬翔大 坂木英二郎 廣瀬翔大 坂木英二郎 廣瀬翔大 坂木英二郎 廣瀬翔大 坂木英二郎 廣瀬翔大 坂木英二郎 廣瀬翔大 坂木英二郎 廣瀬翔大 坂木英二郎 廣瀬翔大 坂木英二郎

中央大学 18 31319 中野太陽 山下浩輝 中野太陽 山下浩輝 中野太陽 山下浩輝 中野太陽 山下浩輝 中野太陽 山下浩輝 中野太陽 山下浩輝 中野太陽 山下浩輝 中野太陽 山下浩輝

東京大学 19 31308 西尾拓大 山村紅葉 西尾拓大 山村紅葉 西尾拓大 山村紅葉 西尾拓大 山村紅葉 西尾拓大 山村紅葉 西尾拓大 山村紅葉 西尾拓大 山村紅葉 西尾拓大 山村紅葉

東京都立大学 20 31794 籠田大輝 藤田直晃 籠田大輝 藤田直晃 籠田大輝 藤田直晃 籠田大輝 藤田直晃 籠田大輝 藤田直晃 籠田大輝 藤田直晃 籠田大輝 藤田直晃 籠田大輝 藤田直晃

日本大学 74 31561 宇田川涼太郎 石井航 宇田川涼太郎 石井航 宇田川涼太郎 石井航 宇田川涼太郎 石井航 宇田川涼太郎 石井航 宇田川涼太郎 石井航 宇田川涼太郎 石井航 宇田川涼太郎 石井航

日本大学 75 31390 松原穂岳 鈴木槙 松原穂岳 鈴木槙 松原穂岳 鈴木槙 松原穂岳 鈴木槙 松原穂岳 鈴木槙 松原穂岳 鈴木槙 松原穂岳 鈴木槙 松原穂岳 日森健太

法政大学 23 31732 一木 健吾 中村太河 一木 健吾 中村太河 一木 健吾 中村太河 一木 健吾 中村太河 一木 健吾 中村太河 一木 健吾 中村太河 一木 健吾 中村太河 一木 健吾 山口七夢

立教大学 24 31498 沖本　航太朗 内野竜 沖本　航太朗 内野竜 沖本　航太朗 内野竜 沖本　航太朗 内野竜 沖本　航太朗 内野竜 沖本　航太朗 内野竜 沖本　航太朗 内野竜 沖本　航太朗 内野竜

三重大学 25 31170 若林幸輝 木子絢葉 若林幸輝 平賀詩之助 若林幸輝 平賀詩之助 若林幸輝 木子絢葉 若林幸輝 平賀詩之助 若林幸輝 平賀詩之助 若林幸輝 平賀詩之助 若林幸輝 木子絢葉

三重大学 77 30332 安南帆起 佐藤碧美 安南帆起 中須賀健介 安南帆起 中須賀健介 安南帆起 中須賀健介 安南帆起 中須賀健介 安南帆起 中須賀健介 安南帆起 中須賀健介 安南帆起 中須賀健介

名古屋工業大学 27 31689 松下修弥 加藤雅基 松下修弥 加藤雅基 松下修弥 加藤雅基 松下修弥 加藤雅基 松下修弥 加藤雅基 松下修弥 加藤雅基 松下修弥 加藤雅基 松下修弥 加藤雅基

名古屋工業大学 28 31246 竹尾巧太郎 馬渕優真 竹尾巧太郎 馬渕優真 竹尾巧太郎 馬渕優真 竹尾巧太郎 馬渕優真 竹尾巧太郎 木村総士 竹尾巧太郎 馬渕優真 竹尾巧太郎 木村総士 竹尾巧太郎 馬渕優真

名古屋大学 29 30845 林小夏 谷舞子 林小夏 谷舞子 林小夏 谷舞子 林小夏 谷舞子 林小夏 谷舞子 林小夏 松平晋之介 林小夏 谷舞子 林小夏 谷舞子

京都大学 30 30383 沼田来紀 原田達郎 沼田来紀 原田達郎 沼田来紀 原田達郎 沼田来紀 原田達郎 沼田来紀 原田達郎 沼田来紀 原田達郎 沼田来紀 原田達郎 沼田来紀 原田達郎

同志社大学 31 31565 川戸洋平 近森郁哉 川戸洋平 近森郁哉 川戸洋平 近森郁哉 川戸洋平 近森郁哉 川戸洋平 近森郁哉 川戸洋平 近森郁哉 川戸洋平 近森郁哉 川戸洋平 近森郁哉

同志社大学 32 31373 内貴航路朗 秋田一樹 内貴航路朗 秋田一樹 内貴航路朗 秋田一樹 内貴航路朗 秋田一樹 内貴航路朗 秋田一樹 内貴航路朗 秋田一樹 内貴航路朗 秋田一樹 内貴航路朗 秋田一樹

同志社大学 33 31363 西尾将輝 川内俊亮 西尾将輝 川内俊亮 西尾将輝 川内俊亮 西尾将輝 川内俊亮 西尾将輝 川内俊亮 西尾将輝 川内俊亮 西尾将輝 川内俊亮 西尾将輝 川内俊亮

同志社大学 34 31181 西内海斗 須藤千春 西内海斗 須藤千春 西内海斗 須藤千春 西内海斗 須藤千春 西内海斗 須藤千春 西内海斗 須藤千春 西内海斗 須藤千春 西内海斗 須藤千春

同志社大学 35 30010 石谷翔 中井 洋介 石谷翔 牧野陸 石谷翔 牧野陸 石谷翔 中井 洋介 石谷翔 中井 洋介 石谷翔 牧野陸 石谷翔 牧野陸 石谷翔 中井 洋介

関西学院大学 36 31780 高菅峻 林大和 高菅峻 林大和 高菅峻 林大和

関西学院大学 37 31741

関西学院大学 38 31351 大堀達也 山口栞奈 大堀達也 山口栞奈 大堀達也 山口栞奈

関西学院大学 39 31079 吉井陽哉 清水遥斗 吉井陽哉 清水遥斗 吉井陽哉 清水遥斗

関西大学 40 31735 増田光 竹中麻結 増田光 竹中麻結 増田光 竹中麻結 増田光 竹中麻結 増田光 竹中麻結 増田光 竹中麻結 増田光 竹中麻結 増田光 竹中麻結

関西大学 41 31716 河野大陸 松岡千咲 河野大陸 松岡千咲 河野大陸 松岡千咲 河野大陸 松岡千咲 河野大陸 松岡千咲 河野大陸 松岡千咲 河野大陸 松岡千咲 河野大陸 松岡千咲

岡山大学 42 31503 藤原誠一 田渕快 藤原誠一 田渕快 藤原誠一 田渕快 藤原誠一 田渕快 藤原誠一 田渕快 藤原誠一 田渕快 藤原誠一 田渕快 藤原誠一 田渕快

広島大学 43 31623 竹中彩人 西側慎一朗 竹中彩人 西側慎一朗 竹中彩人 西側慎一朗 竹中彩人 西側慎一朗 竹中彩人 西側慎一朗 竹中彩人 西側慎一朗 竹中彩人 西側慎一朗 竹中彩人 西側慎一朗

広島大学 44 31305 山本莉久 神下大樹 山本莉久 神下大樹 山本莉久 神下大樹 山本莉久 神下大樹 山本莉久 神下大樹 山本莉久 神下大樹 山本莉久 神下大樹 山本莉久 神下大樹

山口大学 45 29171 栗山聖史 山口竜平 栗山聖史 山口竜平 栗山聖史 山口竜平 栗山聖史 山口竜平 栗山聖史 山口竜平 栗山聖史 山口竜平 栗山聖史 山口竜平 栗山聖史 山口竜平

愛媛大学 46 30319 西川竜平 守本潤 西川竜平 守本潤 西川竜平 守本潤 西川竜平 守本潤 西川竜平 守本潤 西川竜平 守本潤 西川竜平 守本潤 西川竜平 守本潤

香川大学 47 31056 髙杉しおり 川路真桜 髙杉しおり 川路真桜 髙杉しおり 川路真桜 髙杉しおり 松下慧悟 髙杉しおり 松下慧悟 髙杉しおり 松下慧悟 髙杉しおり 松下慧悟 髙杉しおり 松下慧悟

高知大学 48 29393 平井紀行 中田悠斗 平井紀行 中田悠斗 平井紀行 中田悠斗 平井紀行 中田悠斗 平井紀行 中田悠斗 平井紀行 中田悠斗 平井紀行 中田悠斗 平井紀行 中田悠斗

九州大学 49 31557 奥田祐大 入口武斗 奥田祐大 入口武斗 奥田祐大 入口武斗 奥田祐大 入口武斗 奥田祐大 入口武斗 奥田祐大 入口武斗 奥田祐大 入口武斗 奥田祐大 入口武斗

鹿屋体育大学 50 30917 木田 拳太郎 筒井颯太 木田 拳太郎 筒井颯太 木田 拳太郎 筒井颯太 木田 拳太郎 筒井颯太 木田 拳太郎 筒井颯太 木田 拳太郎 筒井颯太 木田 拳太郎 筒井颯太 木田 拳太郎 筒井颯太

鹿屋体育大学 51 30348 深田光 牧口千貴 深田光 牧口千貴 深田光 牧口千貴 深田光 牧口千貴 深田光 牧口千貴 深田光 牧口千貴 深田光 牧口千貴 深田光 牧口千貴

福岡大学 52 31522 河津優理 佐藤詩音 河津優理 佐藤詩音 河津優理 佐藤詩音 河津優理 佐藤詩音 河津優理 佐藤詩音 河津優理 佐藤詩音 河津優理 佐藤詩音 河津優理 佐藤詩音

福岡大学 53 31401 鈴木杏依子 田邉雄人 鈴木杏依子 田邉雄人 鈴木杏依子 田邉雄人 鈴木杏依子 田邉雄人 鈴木杏依子 田邉雄人 鈴木杏依子 田邉雄人 鈴木杏依子 田邉雄人 鈴木杏依子 田邉雄人

福岡大学 54 31022 矢野竜大 田村優衣 矢野竜大 田村優衣 矢野竜大 田村優衣 矢野竜大 田村優衣 矢野竜大 田村優衣 矢野竜大 田村優衣 矢野竜大 田村優衣 矢野竜大 田村優衣

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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