
参加艇数 72　艇

EntNo 識別No セールNo 艇No 水域 大学名 艇長 クルー 艇長 クルー 艇長 クルー 艇長 クルー

1 1 4298 4290 北海道 北海道大学 高木一希 小林可怜 高木一希 小林可怜 高木一希 小林可怜 高木一希 小林可怜

2 2 4632 4632 北海道 北海道大学 湯川朔弥 森樹 湯川朔弥 森樹 湯川朔弥 森樹 湯川朔弥 森樹

3 3 4557 4557 北海道 北海道大学 大西舞 堤麻理子 大西舞 堤麻理子 大西舞 渡邊裕大 大西舞 渡邊裕大

4 4 4441 4441 東北 東北学院大学 向口　瑠袈 澤田　英史 向口　瑠袈 澤田　英史 向口　瑠袈 澤田　英史 向口　瑠袈 澤田　英史

5 5 4447 4447 東北 東北学院大学 佐藤　佳奈子 太田　健生 佐藤　佳奈子 太田　健生 佐藤　佳奈子 太田　健生 佐藤　佳奈子 太田　健生

6 6 4678 4678 東北 東北学院大学 小野　一清 石川　紗穂 小野　一清 石川　紗穂 小野　一清 石川　紗穂 小野　一清 石川　紗穂

7 7 4695 4695 関東 早稲田大学 田中美紗樹 新井健伸 田中美紗樹 新井健伸 田中美紗樹 新井健伸 田中美紗樹 新井健伸

8 8 4647 4647 関東 早稲田大学 小泉凱皇 嶋田篤哉 小泉凱皇 嶋田篤哉 小泉凱皇 嶋田篤哉 小泉凱皇 嶋田篤哉

9 9 4562 4562 関東 早稲田大学 西村宗至朗 秦和也 西村宗至朗 秦和也 西村宗至朗 秦和也 西村宗至朗 秦和也

10 10 4714 4714 関東 日本大学 新谷惟斗 服部勇輝 新谷惟斗 服部勇輝 新谷惟斗 服部勇輝 新谷惟斗 服部勇輝

11 11 4734 4734 関東 日本大学 高山大智 濱野舜斗 高山大智 濱野舜斗 高山大智 濱野舜斗 高山大智 濱野舜斗

12 12 4733 4733 関東 日本大学 本多佑基 中村大陽 本多佑基 中村大陽 本多佑基 中村大陽 本多佑基 中村大陽

13 13 4713 4713 関東 慶應義塾大学 柳内航平 出本稜太 柳内航平 出本稜太 柳内航平 出本稜太 柳内航平 出本稜太

14 14 4693 4693 関東 慶應義塾大学 高宮豪太 久保田空 高宮豪太 久保田空 高宮豪太 久保田空 高宮豪太 久保田空

15 15 4633 4633 関東 慶應義塾大学 小木曽涼 樫本達真 小木曽涼 樫本達真 小木曽涼 樫本達真 小木曽涼 樫本達真

16 16 4566 4566 関東 明海大学 千葉康貴 守屋晴喜 千葉康貴 守屋晴喜 千葉康貴 守屋晴喜 千葉康貴 守屋晴喜

17 17 4492 4492 関東 明海大学 長岡叶子 青木美優 長岡叶子 青木美優 鈴木真人 伊藤遥稀 鈴木真人 伊藤遥稀

18 18 4402 4402 関東 明海大学 花井静亜 鈴木真人 花井静亜 鈴木真人 花井静亜 塩谷善太 花井静亜 塩谷善太

19 19 4732 4732 関東 中央大学 岩田慧吾 吉田鈴奈 岩田慧吾 吉田鈴奈 岩田慧吾 廣瀬翔大 岩田慧吾 廣瀬翔大

20 20 4731 4731 関東 中央大学 小西健治 中村海一 小西健治 中村海一 小西健治 中村海一 小西健治 中村海一

21 21 4571 4571 関東 中央大学 榊原健人 桑野絵里佳 榊原健人 桑野絵里佳 榊原健人 桑野絵里佳 榊原健人 桑野絵里佳

22 22 4672 4672 関東 明治大学 小倉 晴太 永田 啓一郎 小倉 晴太 永田 啓一郎 小倉 晴太 永田 啓一郎 小倉 晴太 永田 啓一郎

23 23 4606 4606 関東 明治大学 武井 翔太朗 小柴 涼摩 武井 翔太朗 小柴 涼摩 武井 翔太朗 坂本 優斗 武井 翔太朗 坂本 優斗

24 24 4498 4498 関東 明治大学 齋藤 大雅 横井 駿 齋藤 大雅 横井 駿 齋藤 大雅 横井 駿 齋藤 大雅 横井 駿

25 25 4692 4692 関東 東京大学 塚本将史 斉藤崇 塚本将史 斉藤崇 塚本将史 斉藤崇 塚本将史 斉藤崇

26 26 4579 4579 関東 東京大学 松前亮平 大橋徹也 松前亮平 大橋徹也 松前亮平 大橋徹也 松前亮平 大橋徹也

27 27 4452 4452 関東 東京大学 小野万優子 天木悠太 小野万優子 天木悠太 小野万優子 天木悠太 小野万優子 天木悠太

28 28 4716 4716 関東 法政大学 赤嶺華歩 和田萌 赤嶺華歩 和田萌 赤嶺華歩 和田萌 赤嶺華歩 柏谷大樹

29 29 4501 4501 関東 法政大学 伊藤七瑠 黒石大陽 伊藤七瑠 黒石大陽 伊藤七瑠 黒石大陽 伊藤七瑠 黒石大陽

30 30 4620 4620 関東 法政大学 村瀬優斗 盛田冬華 村瀬優斗 盛田冬華 村瀬優斗 盛田冬華 村瀬優斗 盛田冬華

31 31 4432 4432 中部 愛知大学 真野創太 嶋田武流 真野創太 嶋田武流 真野創太 嶋田武流 真野創太 嶋田武流

32 32 4183 4183 中部 愛知大学 大村光輝 深谷旭宏 大村光輝 深谷旭宏 大村光輝 深谷旭宏 大村光輝 深谷旭宏

33 33 4020 4020 中部 愛知大学 大崎歩夢 大西智己 大崎歩夢 大西智己 大崎歩夢 大西智己 大崎歩夢 大西智己

34 34 4694 4694 近畿北陸 同志社大学 藤野流星 藤原雄斗 藤野流星 藤原雄斗 藤野流星 藤原雄斗 藤野流星 藤原雄斗

35 35 4587 4587 近畿北陸 同志社大学 續木茄可 三浦匠 續木茄可 三浦匠 續木茄可 三浦匠 續木茄可 三浦匠

36 36 4589 4589 近畿北陸 同志社大学 平井徳輝 東大雅 平井徳輝 東大雅 平井徳輝 東大雅 平井徳輝 東大雅

37 37 4685 4685 近畿北陸 京都大学 松島賢典 渡辺力 松島賢典 渡辺力 松島賢典 渡辺力 松島賢典 渡辺力

38 38 4489 4489 近畿北陸 京都大学 中川武洋 藤田裕 中川武洋 藤田裕 中川武洋 藤田裕 中川武洋 藤田裕

39 39 4352 4352 近畿北陸 京都大学 高山裕希 八代竜之介 高山裕希 八代竜之介 高山裕希 八代竜之介 高山裕希 八代竜之介

40 40 4643 4643 近畿北陸 立命館大学 岡原和真 河村諒 岡原和真 河村諒 岡原和真 大久保勇 岡原和真 大久保勇

41 41 4689 4689 近畿北陸 立命館大学 今井亮 笠木崚矢 今井亮 笠木崚矢 今井亮 笠木崚矢 今井亮 笠木崚矢

42 42 4538 4466 近畿北陸 立命館大学 夛田晴香 大久保勇 土井健也 大久保勇 土井健也 河村諒 土井健也 河村諒

43 46 4735 4735 関西 関西学院大学 池淵砂紀 木下雅嵩 池淵砂紀 木下雅嵩 池淵砂紀 木下雅嵩 池淵砂紀 木下雅嵩

44 47 4680 4680 関西 関西学院大学 上野航 大野将寿 上野航 大野将寿 上野航 大野将寿 上野航 大野将寿

45 48 4594 4594 関西 関西学院大学 石川航 伊東里奈 石川航 伊東里奈 石川航 尾関芳樹 石川航 室谷勇希

46 49 4708 4708 関西 大阪大学 氏田知之 松田彬宏 氏田知之 松田彬宏 谷山耕太郎 助川浩平 氏田知之 助川浩平

47 50 4664 4664 関西 大阪大学 谷山耕太郎 成願元喜 谷山耕太郎 成願元喜 今西ひなの 成願元喜 谷山耕太郎 成願元喜

48 51 4663 4663 関西 大阪大学 大西幾月 鈴木航太 大西幾月 鈴木航太 大西幾月 鈴木航太 大西幾月 鈴木航太

49 52 4702 4702 関西 関西大学 蔵田翔也 中島佑樹 蔵田翔也 中島佑樹 蔵田翔也 中島佑樹 蔵田翔也 中島佑樹

50 53 4645 4645 関西 関西大学 井堰威瑠 小道大輔 井堰威瑠 小道大輔 井堰威瑠 小道大輔 井堰威瑠 小道大輔

51 54 4559 4559 関西 関西大学 野田空 谷口健介 野田空 谷口健介 野田空 谷口健介 野田空 谷口健介

52 55 4718 4718 関西 甲南大学 菅原　睦 増田　宏輝 菅原　睦 増田　宏輝 菅原　睦 増田　宏輝 菅原　睦 増田　宏輝

53 56 4428 4644 関西 甲南大学 岸田　流星 白坂　京輔 岸田　流星 白坂　京輔 岸田　流星 龍野　惣一郎 岸田　流星 白坂　京輔

54 57 4497 4497 関西 甲南大学 菊田　海斗 龍野　惣一郎 菊田　海斗 龍野　惣一郎 村松　叶子 森　貴映 菊田　海斗 龍野　惣一郎

55 58 4675 4675 中国 広島大学 光安 歩真 住野有理 光安 歩真 住野有理 光安 歩真 住野有理 光安 歩真 住野有理

56 59 4523 4523 中国 広島大学 山田 崇資 冨山 遼 山田 崇資 冨山 遼 山田 崇資 冨山 遼 山田 崇資 冨山 遼

57 60 4481 4481 中国 広島大学 柳 旺志 藤原 成道 柳 旺志 藤原 成道 柳 旺志 藤原 成道 柳 旺志 藤原 成道

58 61 4568 4568 四国 徳島大学 黒住将弘 小山田達平 黒住将弘 小山田達平 黒住将弘 小山田達平 黒住将弘 小山田達平

59 62 4567 4567 四国 徳島大学 古谷一樹 山本詩織 古谷一樹 山本詩織 古谷一樹 坂本達也 古谷一樹 坂本達也

60 63 4392 4392 四国 徳島大学 平川涼香 二橋みづき 平川涼香 二橋みづき 平川涼香 二橋みづき 平川涼香 二橋みづき

61 64 4717 4717 九州 九州大学 永野　俊輔 佐藤　拓海 永野　俊輔 佐藤　拓海 永野　俊輔 佐藤　拓海 永野　俊輔 佐藤　拓海

62 65 4597 4597 九州 九州大学 芝　洋斗 三上　雄大 芝　洋斗 三上　雄大 芝　洋斗 三上　雄大 芝　洋斗 三上　雄大

63 66 4556 4556 九州 九州大学 市川　緋那 近藤　瞭 市川　緋那 近藤　瞭 今西　健也 近藤　瞭 今西　健也 近藤　瞭

64 67 4467 4467 九州 鹿屋体育大学 川邉 朱里 今津 雄登 川邉 朱里 今津 雄登 川邉 朱里 今津 雄登 川邉 朱里 今津 雄登

65 68 4337 4337 九州 鹿屋体育大学 宮本 健吾 倉地 紘平 宮本 健吾 倉地 紘平 宮本 健吾 倉地 紘平 宮本 健吾 倉地 紘平

66 69 4278 4278 九州 鹿屋体育大学 木田 拳太郎 石田 千尋 木田 拳太郎 石田 千尋 木田 拳太郎 石田 千尋 木田 拳太郎 石田 千尋

67 70 4542 4542 九州 福岡大学 鈴木　杏依子 市原　東 鈴木　杏依子 市原　東 鈴木　杏依子 市原　東 鈴木　杏依子 市原　東

68 71 4683 4683 九州 福岡大学 小村　凜平 木原　寛太 小村　凜平 木原　寛太 小村　凜平 木原　寛太 小村　凜平 木原　寛太

69 72 4712 4712 九州 福岡大学 柴田　桂佑 河津　優理 柴田　桂佑 河津　優理 柴田　桂佑 河津　優理 柴田　桂佑 河津　優理

70 73 4453 4453 九州 長崎大学 川上裕生 廣江佑衣 川上裕生 廣江佑衣 川上裕生 平松佳菜子 川上裕生 平松佳菜子

71 74 4454 4454 九州 長崎大学 山本茂晴 金城伶旺 山本茂晴 金城伶旺 野原ひかり 金城伶旺 野原ひかり 金城伶旺

72 75 4582 4582 九州 長崎大学 丸山浩希 近藤大 丸山浩希 近藤大 丸山浩希 井上雄太 丸山浩希 井上雄太
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