
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 30841 31519 北海道 北海道大学 堀井純太 米田智樹 堀井純太 米田智樹 堀井純太 米田智樹 堀井純太 米田智樹

2 2 30636 30636 北海道 北海道大学 濱西拓海 岡本康輝 濱西拓海 岡本康輝 濱西拓海 岡本康輝 濱西拓海 岡本康輝

3 3 30020 30020 北海道 北海道大学 吉田郁 河合ふみか 吉田郁 河合ふみか 遠藤英雄 秋山健太 遠藤英雄 秋山健太

4 4 31378 31378 東北 東北大学 香川昂亮 千葉百華 香川昂亮 千葉百華 香川昂亮 高橋俊圭 香川昂亮 高橋俊圭

5 5 31229 31229 東北 東北大学 上野季輝 横山大星 上野季輝 横山大星 上野季輝 横山大星 上野季輝 横山大星

6 6 31228 31234 東北 東北大学 北島優 志水哲也 北島優 志水哲也 北島優 志水哲也 北島優 志水哲也

7 7 31584 31584 関東 早稲田大学 入江裕太 原潤太郎 入江裕太 原潤太郎 入江裕太 原潤太郎 入江裕太 原潤太郎

8 8 31380 31380 関東 早稲田大学 松尾虎太郎 海老原崇 松尾虎太郎 海老原崇 松尾虎太郎 海老原崇 松尾虎太郎 海老原崇

9 9 31306 31306 関東 早稲田大学 蜂須賀晋之介 海老塚啓太 蜂須賀晋之介 海老塚啓太 蜂須賀晋之介 高橋康太 蜂須賀晋之介 高橋康太

10 10 31561 31561 関東 日本大学 矢野伸一郎 廣原周 矢野伸一郎 廣原周 矢野伸一郎 廣原周 矢野伸一郎 廣原周

11 11 31379 31379 関東 日本大学 佐藤海志 岡村保乃加 佐藤海志 岡村保乃加 佐藤海志 岡村保乃加 佐藤海志 岡村保乃加

12 12 31495 31495 関東 日本大学 林佳奈 吉永温 林佳奈 吉永温 林佳奈 吉永温 林佳奈 吉永温

13 13 31518 31518 関東 慶應義塾大学 加藤卓 小野山裕也 加藤卓 小野山裕也 加藤卓 小野山裕也 加藤卓 小野山裕也

14 14 31092 31092 関東 慶應義塾大学 玉山裕登 曽我駿亮 玉山裕登 曽我駿亮 玉山裕登 曽我駿亮 玉山裕登 曽我駿亮

15 15 31006 31006 関東 慶應義塾大学 吉村彰人 門脇広大 吉村彰人 門脇広大 吉村彰人 門脇広大 吉村彰人 門脇広大

16 16 31165 31165 関東 明海大学 大平京ノ介 與那嶺佑樹 大平京ノ介 與那嶺佑樹 大平京ノ介 與那嶺佑樹 大平京ノ介 與那嶺佑樹

17 17 31115 31115 関東 明海大学 加藤凡尋 秋岡なおみ 加藤凡尋 秋岡なおみ 加藤凡尋 秋岡なおみ 加藤凡尋 秋岡なおみ

18 18 30895 30895 関東 明海大学 伊藤好生 内田健太 伊藤好生 内田健太 森本迅 内田健太 伊藤好生 内田健太

19 19 31328 31328 関東 中央大学 山内健史 佐々木謙 山内健史 佐々木謙 山内健史 佐々木謙 山内健史 佐々木謙

20 20 31009 31009 関東 中央大学 桐井航汰 櫻井亮 桐井航汰 櫻井亮 桐井航汰 櫻井亮 桐井航汰 櫻井亮

21 21 31319 31319 関東 中央大学 高山颯太 阿部智也 高山颯太 阿部智也 高山颯太 阿部智也 高山颯太 阿部智也

22 22 31578 31578 関東 明治大学 池田 樹理 溝口 真由 池田 樹理 溝口 真由 池田 樹理 二木 貴大 池田 樹理 二木 貴大

23 23 31182 31182 関東 明治大学 冨永祐大 瀬ノ尾 陸 冨永祐大 瀬ノ尾 陸 冨永祐大 瀬ノ尾 陸 冨永祐大 瀬ノ尾 陸

24 24 31366 31366 関東 明治大学 朝倉 史悠 高瀬 星都 朝倉 史悠 高瀬 星都 朝倉 史悠 高瀬 星都 朝倉 史悠 長冨 吾郎

25 25 31418 31418 関東 東京大学 多賀谷光 阿部佑真 多賀谷光 阿部佑真 多賀谷光 阿部佑真 多賀谷光 阿部佑真

26 26 31308 31308 関東 東京大学 吉武宗浩 長岡誠 吉武宗浩 長岡誠 吉武宗浩 長岡誠 吉武宗浩 長岡誠

27 27 30785 30785 関東 東京大学 永田裕之 野村大善 永田裕之 野村大善 永田裕之 野村大善 戸沢真矢 野村大善

28 28 31498 31498 関東 立教大学 沖本航太朗 太田匠 沖本航太朗 太田匠 沖本航太朗 太田匠 沖本航太朗 太田匠

29 29 31310 31310 関東 立教大学 ムルターブレンダン 河野伶菜 ムルターブレンダン 河野伶菜 ムルターブレンダン 中村友哉 ムルターブレンダン 中村友哉

30 30 30210 30210 関東 立教大学 松永寛太郎 齊藤大輔 松永寛太郎 齊藤大輔 松永寛太郎 齊藤大輔 松永寛太郎 齊藤大輔

31 31 27897 31170 中部 三重大学 鶏内あゆみ 池山耕太 鶏内あゆみ 池山耕太 鶏内あゆみ 池山耕太 鶏内あゆみ 池山耕太

32 32 29077 30332 中部 三重大学 伊東茶宥 大橋智明 伊東茶宥 大橋智明 伊東茶宥 大橋智明 伊東茶宥 大橋智明

33 33 28572 27897 中部 三重大学 田中健太郎 山本理未 田中健太郎 山本理未 田中健太郎 岩佐脩佑 田中健太郎 岩佐脩佑

34 34 31565 31565 近畿北陸 同志社大学 松尾光暉 大前裕也 松尾光暉 大前裕也 松尾光暉 白田敦也 松尾光暉 大前裕也

35 35 31363 31363 近畿北陸 同志社大学 飯尾隼人 小林侑也 飯尾隼人 小林侑也 飯尾隼人 小林侑也 飯尾隼人 小林侑也

36 36 31373 31373 近畿北陸 同志社大学 三浦凪砂 黒田誉 三浦凪砂 黒田誉 三浦凪砂 黒田誉 三浦凪砂 黒田誉

37 37 27954 31257 近畿北陸 京都大学 村山航大 黒田丈 村山航大 黒田丈 村山航大 黒田丈 村山航大 黒田丈

38 38 31471 30678 近畿北陸 京都大学 飯島爽太 金岩佑門 福矢一貴 南野仁 飯島爽太 金岩佑門 飯島爽太 金岩佑門

39 39 24938 30083 近畿北陸 京都大学 長塚正一郎 長浜拓哉 長塚正一郎 長浜拓哉 長浜拓哉 長塚正一郎 長浜拓哉 長塚正一郎

40 40 31556 31556 近畿北陸 立命館大学 吉安慶佑 上木進太郎 吉安慶佑 上木進太郎 吉安慶佑 上木進太郎 吉安慶佑 上木進太郎

41 41 31347 31347 近畿北陸 立命館大学 山本高徳 南勇佑 山本高徳 南勇佑 山本高徳 南勇佑 山本高徳 南勇佑

42 42 31392 31392 近畿北陸 立命館大学 飯塚勇太 宮前敦 飯塚勇太 宮前敦 飯塚勇太 宮前敦 舛添瑶介 奥野喜彬

43 43 31389 31389 近畿北陸 京都産業大学 三角　光 小野　徹朗 三角　光 小野　徹朗 三角　光 田畑　慶一郎 三角　光 田畑　慶一郎

44 44 31254 31254 近畿北陸 京都産業大学 山本　晟也 三宅　智也 山本　晟也 三宅　智也 山本　晟也 三宅　智也 山本　晟也 三宅　智也

45 45 30251 30251 近畿北陸 京都産業大学 水島　祐人 五荘　遼大 水島　祐人 五荘　遼大 五荘　遼大 小野　徹朗 五荘　遼大 小野　徹朗

46 46 31500 31500 関西 関西学院大学 安部浩希 竹澤千里 安部浩希 竹澤千里 安部浩希 畑山惣一朗 安部浩希 畑山惣一朗

47 47 31351 31351 関西 関西学院大学 藤原達人 畑山惣一朗 藤原達人 畑山惣一朗 藤原達人 森本雄太 藤原達人 森本雄太

48 48 31186 31186 関西 関西学院大学 石川満里奈 中島悠介 石川満里奈 中島悠介 石川満里奈 中島悠介 石川満里奈 中島悠介

49 49 31520 31520 関西 大阪大学 飯島悠太 新本航大 飯島悠太 新本航大 飯島悠太 小西龍 飯島悠太 小西龍

50 50 31419 31419 関西 大阪大学 瀬川教文 田中颯人 瀬川教文 田中颯人 瀬川教文 太田雄介 瀬川教文 太田雄介

51 51 31090 31090 関西 大阪大学 佐藤稜真 阿部恭子 佐藤稜真 阿部恭子 原口天志 堤雄大 原口天志 堤雄大

52 52 31493 31493 関西 神戸大学 よい道貴 下村旺久 よい道貴 下村旺久 よい道貴 下村旺久 よい道貴 下村旺久

53 53 31367 31367 関西 神戸大学 増尾尚太 山田純樹 増尾尚太 山田純樹 野口海渡 芦田章吾 増尾尚太 幡井翔悟

54 54 31161 31161 関西 神戸大学 池﨑遼 加藤優汰 池﨑遼 加藤優汰 池﨑遼 加藤優汰 池﨑遼 加藤優汰

55 55 31596 31596 関西 大阪府立大学 中川大地 細川滉貴 中川大地 細川滉貴 中川大地 細川滉貴 中川大地 細川滉貴

56 56 29130 30621 関西 大阪府立大学 樋口和貴 芦田理恵 樋口和貴 芦田理恵 樋口和貴 芦田理恵 樋口和貴 芦田理恵

57 57 29457 29003 関西 大阪府立大学 高田陽 坂上友祐 高田陽 坂上友祐 高田陽 坂上友祐 高田陽 坂上友祐

58 58 31305 31305 中国 広島大学 川口 滉太 安食 柾志 川口 滉太 安食 柾志 川口 滉太 安食 柾志 川口 滉太 安食 柾志

59 59 30804 30804 中国 広島大学 加藤 滉大 伊藤 さくら 加藤 滉大 伊藤 さくら 加藤 滉大 張 韡 加藤 滉大 張 韡

60 60 30574 30574 中国 広島大学 西村 渚生 住吉 沙和 西村 渚生 住吉 沙和 西村 渚生 住吉 沙和 西村 渚生 住吉 沙和

61 61 31056 31056 四国 香川大学 流千里 仙田悠人 流千里 仙田悠人 流千里 仙田悠人 流千里 仙田悠人

62 62 28290 28290 四国 香川大学 嘉藤悟志 紺谷葉付 嘉藤悟志 紺谷葉付 嘉藤悟志 紺谷葉付 嘉藤悟志 紺谷葉付

63 63 28787 28787 四国 香川大学 川内岳典 平畠巧資 川内岳典 平畠巧資 川内岳典 平畠巧資 川内岳典 平畠巧資

64 64 31557 31557 九州 九州大学 西島　孝 鹿野　千尋 西島　孝 鹿野　千尋 西島　孝 鹿野　千尋 西島　孝 鹿野　千尋

65 65 31335 31335 九州 九州大学 足立　拓馬 笹川　陽矢 足立　拓馬 笹川　陽矢 足立　拓馬 笹川　陽矢 足立　拓馬 笹川　陽矢

66 66 31272 31272 九州 九州大学 竹中　修平 西山　彰 竹中　修平 西山　彰 竹中　修平 西山　彰 竹中　修平 西山　彰

67 67 30917 30917 九州 鹿屋体育大学 真鍋 優 深田 光 真鍋 優 深田 光 真鍋 優 深田 光 真鍋 優 深田 光

68 68 30642 30642 九州 鹿屋体育大学 金城 朋輝 牛島 信太朗 金城 朋輝 牛島 信太朗 金城 朋輝 牛島 信太朗 金城 朋輝 牛島 信太朗

69 69 30348 30348 九州 鹿屋体育大学 岩下 メナード 北林 風花 岩下 メナード 北林 風花 岩下 メナード 北林 風花 岩下 メナード 北林 風花

70 70 31050 31050 九州 福岡大学 上田　健登 佐藤　詩音 上田　健登 佐藤　詩音 上田　健登 佐藤　詩音 上田　健登 佐藤　詩音

71 71 31021 31021 九州 福岡大学 折田　広大 矢野　竜大 折田　広大 矢野　竜大 折田　広大 矢野　竜大 折田　広大 矢野　竜大

72 72 31022 31022 九州 福岡大学 近藤　大輝 長野　真歩 近藤　大輝 長野　真歩 近藤　大輝 長野　真歩 近藤　大輝 長野　真歩
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