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1 南洋明 渡辺麻衣 南洋明 渡辺麻衣 南洋明 渡辺麻衣 南洋明 酒井美緒 南洋明 酒井美緒 南洋明 渡辺麻衣 南洋明 渡辺麻衣 南洋明 渡辺麻衣 南洋明 渡辺麻衣 南洋明 竹道祥太

小樽商科大学 2 山根夕沙 松田谷明浩 山根夕沙 松田谷明浩 山根夕沙 松田谷明浩 妹尾肇 濱下愛 妹尾肇 濱下愛 妹尾肇 濱下愛 妹尾肇 濱下愛 妹尾肇 濱下愛 妹尾肇 濱下愛 山根夕沙 松田谷明浩

3 丹羽由理佳 竹道祥太 丹羽由理佳 竹道祥太 丹羽由理佳 竹道祥太 丹羽由理佳 竹道祥太 丹羽由理佳 竹道祥太 丹羽由理佳 竹道祥太 丹羽由理佳 竹道祥太 丹羽由理佳 竹道祥太 丹羽由理佳 竹道祥太 妹尾肇 濱下愛

4 二宮悠 原本直樹 二宮悠 原本直樹 二宮悠 原本直樹 二宮悠 原本直樹 二宮悠 原本直樹 二宮悠 原本直樹 二宮悠 原本直樹 二宮悠 原本直樹 二宮悠 原本直樹 二宮悠 原本直樹

東北大学 5 紺野友明 後藤優太 紺野友明 後藤優太 紺野友明 後藤優太 紺野友明 後藤優太 紺野友明 後藤優太 紺野友明 後藤優太 紺野友明 後藤優太 紺野友明 後藤優太 紺野友明 後藤優太 紺野友明 後藤優太

6 小村克斗 石丸紘子 小村克斗 石丸紘子 小村克斗 石丸紘子 石丸紘子 石丸紘子 石丸紘子 石丸紘子 小村克斗 石丸紘子 小村克斗 石丸紘子 小村克斗 石丸紘子 小村克斗 石丸紘子 小村克斗 石丸紘子

7 加藤文弥 芝尾航 加藤文弥 芝尾航 加藤文弥 芝尾航 加藤文弥 芝尾航 加藤文弥 芝尾航 加藤文弥 芝尾航 加藤文弥 芝尾航 加藤文弥 芝尾航 加藤文弥 芝尾航 加藤文弥 芝尾航

早稲田大学 8 木内蓉子 小林誠 木内蓉子 小林誠 木内蓉子 小林誠 木内蓉子 小林誠 木内蓉子 小林誠 木内蓉子 小林誠 木内蓉子 小林誠 木内蓉子 小林誠 木内蓉子 小林誠 木内蓉子 小林誠

9 古谷信玄 井阪智 古谷信玄 井阪智 古谷信玄 井阪智 古谷信玄 井阪智 古谷信玄 井阪智 古谷信玄 井阪智 古谷信玄 井阪智 古谷信玄 井阪智 古谷信玄 井阪智 古谷信玄 井阪智

10 小又友和 稲垣奈巳 小又友和 稲垣奈巳 小又友和 稲垣奈巳 小又友和 稲垣奈巳 小又友和 稲垣奈巳 小又友和 稲垣奈巳 小又友和 西宮敬宏 小又友和 稲垣奈巳 小又友和 稲垣奈巳 小又友和 稲垣奈巳

日本大学 11 武田直樹 田中里奈 武田直樹 田中里奈 武田直樹 田中里奈 榛葉雄人 小野新 榛葉雄人 小野新 榛葉雄人 小野新 榛葉雄人 小野新 榛葉雄人 小野新 榛葉雄人 小野新 榛葉雄人 小野新

12 長塚亜紗子 小野新 長塚亜紗子 小野新 長塚亜紗子 小野新 堀内宜栄 飛内航太 堀内宜栄 飛内航太 堀内宜栄 飛内航太 堀内宜栄 飛内航太 堀内宜栄 飛内航太 堀内宜栄 飛内航太 堀内宜栄 飛内航太

13 小島朊之 田辺裕之 小島朊之 田辺裕之 小島朊之 田辺裕之 国見優太 渡辺功 国見優太 渡辺功 国見優太 渡辺功 国見優太 渡辺功 国見優太 渡辺功 国見優太 渡辺功 国見優太 渡辺功

慶應義塾大学 14 国見優太 渡辺功 国見優太 渡辺功 国見優太 渡辺功 小島朊之 田辺裕之 小島朊之 田辺裕之 小島朊之 田辺裕之 小島朊之 田辺裕之 小島朊之 田辺裕之 小島朊之 田辺裕之 小島朊之 田辺裕之

15 佐藤洋平 栗林広行 佐藤洋平 栗林広行 佐藤洋平 栗林広行 佐藤洋平 栗林広行 佐藤洋平 栗林広行 佐藤洋平 栗林広行 佐藤洋平 栗林広行 佐藤洋平 栗林広行 佐藤洋平 栗林広行 佐藤洋平 栗林広行

16 高曽陽平 大藪美沙 高曽陽平 大藪美沙 高曽陽平 大藪美沙 高曽陽平 大藪美沙 高曽陽平 大藪美沙 高曽陽平 大藪美沙 高曽陽平 大藪美沙 高曽陽平 大藪美沙 高曽陽平 大藪美沙 高曽陽平 大藪美沙

横浜国立大学 17 森洋介 松永和輝 森洋介 松永和輝 森洋介 松永和輝 森洋介 松永和輝 森洋介 松永和輝 森洋介 松永和輝 森洋介 松永和輝 森洋介 松永和輝 森洋介 松永和輝 森洋介 松永和輝

18 高橋周大 丑澤拓夢 高橋周大 丑澤拓夢 高橋周大 丑澤拓夢 高橋周大 丑澤拓夢 高橋周大 丑澤拓夢 高橋周大 丑澤拓夢 高橋周大 丑澤拓夢 高橋周大 丑澤拓夢 高橋周大 丑澤拓夢 高橋周大 丑澤拓夢

19 桐生直幸 上井智大 桐生直幸 上井智大 桐生直幸 上井智大 桐生直幸 上井智大 桐生直幸 上井智大 桐生直幸 高野美穂 桐生直幸 高野美穂 桐生直幸 高野美穂 桐生直幸 高野美穂 桐生直幸 高野美穂

明治大学 20 坂上佑真 多田真帆 坂上佑真 多田真帆 坂上佑真 多田真帆 坂上佑真 多田真帆 坂上佑真 多田真帆 坂上佑真 多田真帆 坂上佑真 多田真帆 坂上佑真 多田真帆 坂上佑真 多田真帆 坂上佑真 多田真帆

21 山口紗生 佐々木絢也 山口紗生 佐々木絢也 山口紗生 佐々木絢也 山口紗生 佐々木絢也 山口紗生 佐々木絢也 山口紗生 佐々木絢也 山口紗生 佐々木絢也 山口紗生 佐々木絢也 山口紗生 佐々木絢也 山口紗生 佐々木絢也

22 望月航 川窪大士 望月航 川窪大士 望月航 川窪大士 望月航 川窪大士 望月航 川窪大士 望月航 川窪大士 望月航 川窪大士 望月航 川窪大士 望月航 川窪大士 望月航 川窪大士

中央大学 23 杉浦慎太郎 笠原兼 杉浦慎太郎 笠原兼 杉浦慎太郎 笠原兼 杉浦慎太郎 笠原兼 杉浦慎太郎 笠原兼 杉浦慎太郎 笠原兼 杉浦慎太郎 笠原兼 杉浦慎太郎 笠原兼 杉浦慎太郎 笠原兼 杉浦慎太郎 笠原兼

24 樋口美紗 久保彩夏 樋口美紗 久保彩夏 樋口美紗 久保彩夏 樋口美紗 鈴木佑太 樋口美紗 鈴木佑太 樋口美紗 鈴木佑太 樋口美紗 鈴木佑太 樋口美紗 鈴木佑太 樋口美紗 鈴木佑太 樋口美紗 鈴木佑太

25 太田一成 鈴木有依 太田一成 鈴木有依 太田一成 鈴木有依 太田一成 鈴木有依 太田一成 鈴木有依 太田一成 鈴木有依 太田一成 鈴木有依 太田一成 鈴木有依 太田一成 鈴木有依 太田一成 鈴木有依

法政大学 26 森本光晴 櫻井哲也 森本光晴 櫻井哲也 森本光晴 櫻井哲也 森本光晴 櫻井哲也 森本光晴 櫻井哲也 森本光晴 櫻井哲也 森本光晴 櫻井哲也 森本光晴 櫻井哲也 森本光晴 櫻井哲也 森本光晴 櫻井哲也

27 角野吉宣 西村崇 角野吉宣 西村崇 角野吉宣 西村崇 角野吉宣 西村崇 角野吉宣 西村崇 角野吉宣 西村崇 角野吉宣 西村崇 角野吉宣 西村崇 角野吉宣 西村崇 角野吉宣 西村崇

28 辻孝辰 山田友一郎 辻孝辰 山田友一郎 辻孝辰 山田友一郎 辻孝辰 山田友一郎 辻孝辰 山田友一郎 辻孝辰 山田友一郎 辻孝辰 山田友一郎 辻孝辰 山田友一郎 辻孝辰 山田友一郎 辻孝辰 山田友一郎

名古屋工業大学 29 白井邦和 鈴木大輔 白井邦和 鈴木大輔 白井邦和 鈴木大輔 白井邦和 鈴木大輔 白井邦和 鈴木大輔 白井邦和 鈴木大輔 白井邦和 鈴木大輔 白井邦和 鈴木大輔 白井邦和 鈴木大輔 白井邦和 鈴木大輔

30 夏目智文 鈴木将啓 夏目智文 鈴木将啓 夏目智文 鈴木将啓 夏目智文 鈴木将啓 夏目智文 鈴木将啓 夏目智文 鈴木将啓 夏目智文 鈴木将啓 夏目智文 鈴木将啓 夏目智文 鈴木将啓 夏目智文 鈴木将啓

31 小野内健太 熊崎祐介 小野内健太 熊崎祐介 小野内健太 熊崎祐介 小野内健太 熊崎祐介 小野内健太 熊崎祐介 小野内健太 熊崎祐介 小野内健太 熊崎祐介 小野内健太 熊崎祐介 小野内健太 熊崎祐介 小野内健太 熊崎祐介

名古屋大学 32 酒見建至 鈴木卓真 酒見建至 鈴木卓真 酒見建至 鈴木卓真 酒見建至 鈴木卓真 酒見建至 鈴木卓真 酒見建至 鈴木卓真 酒見建至 鈴木卓真 酒見建至 鈴木卓真 酒見建至 鈴木卓真 酒見建至 鈴木卓真

33 三浦健介 杉本賢吾 三浦健介 杉本賢吾 三浦健介 杉本賢吾 三浦健介 杉本賢吾 三浦健介 杉本賢吾 三浦健介 杉本賢吾 三浦健介 杉本賢吾 三浦健介 杉本賢吾 三浦健介 杉本賢吾 三浦健介 杉本賢吾

34

三重大学 35 佐藤洋一 森岡美樹 佐藤洋一 森岡美樹 佐藤洋一 森岡美樹 佐藤洋一 森岡美樹 佐藤洋一 森岡美樹 五藤祐哉 森岡美樹 五藤祐哉 森岡美樹 五藤祐哉 森岡美樹 五藤祐哉 森岡美樹 佐藤洋一 森岡美樹

36 杉山愛一郎 武井佑介 杉山愛一郎 武井佑介 杉山愛一郎 武井佑介 杉山愛一郎 武井佑介 杉山愛一郎 武井佑介 杉山愛一郎 武井佑介 杉山愛一郎 武井佑介 杉山愛一郎 武井佑介 杉山愛一郎 武井佑介 杉山愛一郎 武井佑介

37 北野庸介 杉原遼太 北野庸介 杉原遼太 北野庸介 杉原遼太 北野庸介 杉原遼太 北野庸介 杉原遼太 北野庸介 杉原遼太 北野庸介 杉原遼太 北野庸介 杉原遼太 北野庸介 杉原遼太 北野庸介 杉原遼太

同志社大学 38 辰巳慶斗 荒川淳一 辰巳慶斗 荒川淳一 辰巳慶斗 荒川淳一 辰巳慶斗 荒川淳一 辰巳慶斗 荒川淳一 辰巳慶斗 荒川淳一 辰巳慶斗 荒川淳一 辰巳慶斗 荒川淳一 辰巳慶斗 荒川淳一 辰巳慶斗 荒川淳一

39 西村秀樹 岡本怜子 西村秀樹 岡本怜子 西村秀樹 岡本怜子 西村秀樹 野瀬廉晃 西村秀樹 野瀬廉晃 西村秀樹 野瀬廉晃 西村秀樹 野瀬廉晃 西村秀樹 野瀬廉晃 西村秀樹 野瀬廉晃 西村秀樹 野瀬廉晃

40 久保貴典 阪井綾香 久保貴典 阪井綾香 久保貴典 阪井綾香 久保貴典 阪井綾香 久保貴典 阪井綾香 久保貴典 阪井綾香 久保貴典 阪井綾香 久保貴典 阪井綾香 久保貴典 阪井綾香 久保貴典 阪井綾香

金沢大学 41 内田良麻 前田彩花 内田良麻 前田彩花 内田良麻 前田彩花 内田良麻 前田彩花 内田良麻 前田彩花 内田良麻 前田彩花 内田良麻 前田彩花 内田良麻 前田彩花 内田良麻 前田彩花 内田良麻 前田彩花

42 鷲山将規 山口明浩 鷲山将規 山口明浩 鷲山将規 山口明浩 鷲山将規 山口明浩 鷲山将規 山口明浩 鷲山将規 山口明浩 鷲山将規 山口明浩 鷲山将規 山口明浩 鷲山将規 山口明浩 鷲山将規 山口明浩

43 福田優作 足立俊幸 福田優作 足立俊幸 福田優作 足立俊幸 福田優作 足立俊幸 福田優作 足立俊幸 福田優作 足立俊幸 福田優作 足立俊幸 福田優作 足立俊幸 福田優作 足立俊幸 福田優作 足立俊幸

京都産業大学 44 寺山健太郎 芝田良平 寺山健太郎 芝田良平 寺山健太郎 芝田良平 寺山健太郎 芝田良平 寺山健太郎 芝田良平 寺山健太郎 芝田良平 寺山健太郎 芝田良平 寺山健太郎 芝田良平 寺山健太郎 芝田良平 寺山健太郎 芝田良平

45 前島宗樹 川邑晃介 前島宗樹 川邑晃介 前島宗樹 川邑晃介 前島宗樹 川邑晃介 前島宗樹 川邑晃介 前島宗樹 川邑晃介 前島宗樹 川邑晃介 前島宗樹 川邑晃介 前島宗樹 川邑晃介 前島宗樹 川邑晃介

46 増川美帆 辻川亮太 増川美帆 辻川亮太 増川美帆 辻川亮太 増川美帆 辻川亮太 増川美帆 辻川亮太 増川美帆 辻川亮太 初田敏隆 上田晃義 初田敏隆 辻川亮太 初田敏隆 上田晃義 増川美帆 辻川亮太

関西学院大学 47 西尾将志 上田晃義 西尾将志 上田晃義 西尾将志 若竹翔平 西尾将志 上田晃義 西尾将志 上田晃義 西尾将志 上田晃義 西尾将志 辻川亮太 西尾将志 上田晃義 西尾将志 若竹翔平 西尾将志 上田晃義

48 小栗康弘 多田鉄平 小栗康弘 多田鉄平 初田敏隆 上田晃義 小栗康弘 多田鉄平 小栗康弘 多田鉄平 小栗康弘 岩見翔大 小栗康弘 岩見翔大 小栗康弘 岩見翔大 小栗康弘 岩見翔大 小栗康弘 岩見翔大

49 前田将 島田直樹 前田将 島田直樹 前田将 島田直樹 前田将 島田直樹 前田将 田中瑞紀 前田将 田中瑞紀 前田将 田中瑞紀 前田将 田中瑞紀 前田将 田中瑞紀 前田将 田中瑞紀

関西大学 50 後藤沙織 稲田建一 後藤沙織 稲田建一 後藤沙織 稲田建一 後藤沙織 稲田建一 稲田建一 島田直樹 後藤沙織 稲田建一 後藤沙織 稲田建一 後藤沙織 稲田建一 樋渡郁哉 稲田建一 後藤沙織 稲田建一

51 長尾昴 山本健太郎 長尾昴 山本健太郎 長尾昴 山本健太郎 長尾昴 山本健太郎 長尾昴 山本健太郎 長尾昴 山本健太郎 長尾昴 山本健太郎 長尾昴 山本健太郎 長尾昴 山本健太郎 長尾昴 山本健太郎

52 竹内瑠馬 李聖守 竹内瑠馬 李聖守 竹内瑠馬 李聖守 竹内瑠馬 李聖守 竹内瑠馬 李聖守 竹内瑠馬 李聖守 竹内瑠馬 李聖守 竹内瑠馬 李聖守 竹内瑠馬 李聖守 竹内瑠馬 李聖守

和歌山大学 53 長澤友紀 田城孝将 長澤友紀 田城孝将 長澤友紀 田城孝将 長澤友紀 田城孝将 長澤友紀 田城孝将 長澤友紀 田城孝将 長澤友紀 田城孝将 長澤友紀 田城孝将 長澤友紀 田城孝将 長澤友紀 田城孝将

54 山崎晃 田中泰亮 山崎晃 田中泰亮 山崎晃 田中泰亮 山崎晃 田中泰亮 山崎晃 田中泰亮 山崎晃 田中泰亮 山崎晃 田中泰亮 山崎晃 田中泰亮 山崎晃 田中泰亮 山崎晃 田中泰亮

55 深尾彩加 新井泰彦 深尾彩加 新井泰彦 深尾彩加 新井泰彦 深尾彩加 新井泰彦 深尾彩加 新井泰彦 深尾彩加 新井泰彦 深尾彩加 新井泰彦 深尾彩加 新井泰彦 深尾彩加 新井泰彦 深尾彩加 新井泰彦

岡山大学 56 川谷友美 石井友規 川谷友美 石井友規 川谷友美 石井友規 川谷友美 石井友規 川谷友美 石井友規 川谷友美 石井友規 川谷友美 石井友規 川谷友美 石井友規 川谷友美 石井友規 川谷友美 石井友規

57 中熊彰子 乙武慶樹 中熊彰子 乙武慶樹 中熊彰子 乙武慶樹 中熊彰子 乙武慶樹 中熊彰子 乙武慶樹 乙武慶樹 中熊彰子 乙武慶樹 中熊彰子 乙武慶樹 中熊彰子 乙武慶樹 中熊彰子 中熊彰子 乙竹慶樹

58 福田俊典 田中雄介 福田俊典 田中雄介 福田俊典 田中雄介 福田俊典 田中雄介 福田俊典 田中雄介 福田俊典 田中雄介 福田俊典 田中雄介 福田俊典 田中雄介 福田俊典 田中雄介 福田俊典 田中雄介

鳥取大学 59 石川貴將 奥田峻 石川貴將 奥田峻 石川貴將 奥田峻 石川貴將 奥田峻 石川貴將 奥田峻 石川貴將 奥田峻 石川貴將 奥田峻 石川貴將 奥田峻 石川貴將 奥田峻 石川貴將 奥田峻

60 坂本奈穂 斉藤優太 坂本奈穂 斉藤優太 坂本奈穂 斉藤優太 坂本奈穂 斉藤優太 坂本奈穂 斉藤優太 坂本奈穂 斉藤優太 坂本奈穂 斉藤優太 坂本奈穂 斉藤優太 坂本奈穂 斉藤優太 坂本奈穂 斉藤優太

61 谷口優太 炭谷佑介 谷口優太 炭谷佑介 谷口優太 炭谷佑介 谷口優太 炭谷佑介 谷口優太 炭谷佑介 谷口優太 炭谷佑介 谷口優太 炭谷佑介 谷口優太 炭谷佑介 谷口優太 炭谷佑介 谷口優太 炭谷佑介

徳島大学 62 金井麻衣 辻本麻愉 金井麻衣 辻本麻愉 金井麻衣 辻本麻愉 金井麻衣 辻本麻愉 金井麻衣 辻本麻愉 金井麻衣 辻本麻愉 金井麻衣 辻本麻愉 金井麻衣 辻本麻愉 金井麻衣 辻本麻愉 金井麻衣 辻本麻愉

63 小栁太嗣 野々瀬有美 小栁太嗣 野々瀬有美 小栁太嗣 野々瀬有美 小栁太嗣 野々瀬有美 小栁太嗣 野々瀬有美 小栁太嗣 野々瀬有美 小栁太嗣 野々瀬有美 小栁太嗣 野々瀬有美 小栁太嗣 野々瀬有美 小栁太嗣 野々瀬有美

64 進貴裕 薄田成美 進貴裕 薄田成美 杉浦友絵 久保風大 進貴裕 薄田成美 進貴裕 久保風太 進貴裕 薄田成美 進貴裕 薄田成美 進貴裕 薄田成美 進貴裕 久保風太 進貴裕 薄田成美

鹿屋体育大学 65 岡美江 浜尾英明希 岡美江 浜尾英明希 岡美江 浜尾英明希 岡美江 浜尾英明希 岡美江 浜尾英明希 岡美江 浜尾英明希 岡美江 浜尾英明希 岡美江 浜尾英明希 岡美江 浜尾英明希 岡美江 浜尾英明希

66 鈴木章央 山田舞波 鈴木章央 山田舞波 鈴木章央 山田舞波 鈴木章央 山田舞波 鈴木章央 山田舞波 鈴木章央 山田舞波 鈴木章央 山田舞波 鈴木章央 山田舞波 鈴木章央 山田舞波 鈴木章央 山田舞波

67 田中きづな 奥西直樹 田中きづな 奥西直樹 田中きづな 奥西直樹 田中きづな 奥西直樹 田中きづな 奥西直樹 田中きづな 奥西直樹 田中きづな 奥西直樹 田中きづな 奥西直樹 田中きづな 奥西直樹 田中きづな 奥西直樹

九州大学 68 重岡範宏 澤井大介 重岡範宏 澤井大介 重岡範宏 澤井大介 重岡範宏 澤井大介 重岡範宏 澤井大介 重岡範宏 澤井大介 重岡範宏 澤井大介 重岡範宏 澤井大介 重岡範宏 澤井大介 重岡範宏 澤井大介

69 前田大輔 山下陽平 前田大輔 山下陽平 前田大輔 山下陽平 前田大輔 山下陽平 前田大輔 山下陽平 前田大輔 山下陽平 前田大輔 山下陽平 前田大輔 山下陽平 前田大輔 山下陽平 前田大輔 山下陽平

70 八山慎司 江藤健太 八山慎司 江藤健太 八山慎司 江藤健太 八山慎司 江藤健太 八山慎司 江藤健太 八山慎司 江藤健太 八山慎司 江藤健太 八山慎司 江藤健太 八山慎司 江藤健太 八山慎司 江藤健太

福岡大学 71 丸子喬央 白水伸育 丸子喬央 白水伸育 丸子喬央 白水伸育 丸子喬央 白水伸育 丸子喬央 白水伸育 丸子喬央 白水伸育 丸子喬央 白水伸育 丸子喬央 白水伸育 丸子喬央 白水伸育 丸子喬央 白水伸育

72 九富正規 永田裕馬 九富正規 永田裕馬 九富正規 永田裕馬 九富正規 永田裕馬 九富正規 永田裕馬 九富正規 永田裕馬 九富正規 永田裕馬 九富正規 永田裕馬 九富正規 永田裕馬 九富正規 永田裕馬

海陽ヨットハーバー
11月3日開催日
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