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1 黒壁大主 菅原直久 黒壁大主 菅原直久 黒壁大主 菅原直久 黒壁大主 菅原直久 黒壁大主 菅原直久 黒壁大主 菅原直久 黒壁大主 菅原直久 黒壁大主 菅原直久 黒壁大主 菅原直久 黒壁大主 菅原直久

小樽商科大学 2 石井翔大 関口侑真 石井翔大 関口侑真 石井翔大 関口侑真 石井翔大 関口侑真 石井翔大 関口侑真 石井翔大 関口侑真 石井翔大 関口侑真 石井翔大 関口侑真 石井翔大 関口侑真 石井翔大 関口侑真

3 中村陸 斎藤大地 中村陸 斎藤大地 中村陸 斎藤大地 中村陸 斎藤大地 中村陸 斎藤大地 中村陸 斎藤大地 中村陸 斎藤大地 中村陸 斎藤大地 中村陸 斎藤大地 中村陸 斎藤大地

4 斎藤卓弥 恩田皓平 斎藤卓弥 恩田皓平 斎藤卓弥 恩田皓平 斎藤卓弥 恩田皓平 斎藤卓弥 恩田皓平 斎藤卓弥 恩田皓平 斎藤卓弥 恩田皓平 斎藤卓弥 恩田皓平 斎藤卓弥 恩田皓平 斎藤卓弥 恩田皓平

東北大学 5 森龍哉 阪田知洋 森龍哉 阪田知洋 森龍哉 阪田知洋 森龍哉 阪田知洋 森龍哉 阪田知洋 森龍哉 阪田知洋 森龍哉 阪田知洋 森龍哉 阪田知洋 森龍哉 阪田知洋 森龍哉 阪田知洋

6 長谷川寬幸 関口嵩登 長谷川寬幸 関口嵩登 長谷川寬幸 関口嵩登 長谷川寬幸 関口嵩登 長谷川寬幸 関口嵩登 長谷川寬幸 関口嵩登 長谷川寬幸 関口嵩登 長谷川寬幸 関口嵩登 長谷川寬幸 関口嵩登 長谷川寬幸 関口嵩登

7 河合龍太郎 小川晋平 河合龍太郎 小川晋平 河合龍太郎 小川晋平 秋山玄 渡部博斗 秋山玄 渡部博斗 秋山玄 渡部博斗 秋山玄 渡部博斗 秋山玄 渡部博斗 秋山玄 渡部博斗 秋山玄 渡部博斗

慶應義塾大学 8 秋山玄 渡辺博斗 秋山玄 渡辺博斗 秋山玄 渡辺博斗 河合龍太郎 小川晋平 河合龍太郎 小川晋平 河合龍太郎 小川晋平 河合龍太郎 小川晋平 河合龍太郎 小川晋平 河合龍太郎 小川晋平 河合龍太郎 小川晋平

9 飯野啓太 中澤太郎 飯野啓太 中澤太郎 飯野啓太 中澤太郎 飯野啓太 中澤太郎 飯野啓太 中澤太郎 飯野啓太 中澤太郎 飯野啓太 中澤太郎 飯野啓太 中澤太郎 飯野啓太 中澤太郎 飯野啓太 中澤太郎

10 西村元 今井充 西村元 今井充 西村元 今井充 西村元 今井充 西村元 今井充 西村元 今井充 西村元 今井充 西村元 今井充 西村元 今井充 西村元 今井充

早稲田大学 11 市川航平 大矢勇輝 市川航平 大矢勇輝 市川航平 大矢勇輝 市川航平 大矢勇輝 市川航平 大矢勇輝 市川航平 大矢勇輝 市川航平 大矢勇輝 市川航平 大矢勇輝 市川航平 大矢勇輝 市川航平 大矢勇輝

12 横田敏一 木村耕太郎 横田敏一 木村耕太郎 横田敏一 木村耕太郎 横田敏一 坂和陽介 横田敏一 坂和陽介 横田敏一 坂和陽介 横田敏一 坂和陽介 横田敏一 坂和陽介 横田敏一 坂和陽介 横田敏一 坂和陽介

13 小郷知哉 芹澤暢孝 小郷知哉 芹澤暢孝 小郷知哉 芹澤暢孝 小郷知哉 芹澤暢孝 小郷知哉 芹澤暢孝 小郷知哉 芹澤暢孝 小郷知哉 芹澤暢孝 小郷知哉 芹澤暢孝 小郷知哉 芹澤暢孝 小郷知哉 芹澤暢孝

日本大学 14 武次祐太朗 木村俊介 武次祐太朗 木村俊介 武次祐太朗 木村俊介 武次祐太朗 木村俊介 武次祐太朗 木村俊介 武次祐太朗 木村俊介 武次祐太朗 木村俊介 武次祐太朗 木村俊介 武次祐太朗 木村俊介 武次祐太朗 木村俊介

15 植木剛史 栗栖佐和 植木剛史 栗栖佐和 植木剛史 栗栖佐和 植木剛史 栗栖佐和 植木剛史 栗栖佐和 植木剛史 栗栖佐和 植木剛史 栗栖佐和 植木剛史 栗栖佐和 植木剛史 栗栖佐和 植木剛史 栗栖佐和

16 高木祐輔 山崎裕史 高木祐輔 山崎裕史 高木祐輔 山崎裕史 高木祐輔 山崎裕史 高木祐輔 山崎裕史 高木祐輔 山崎裕史 高木祐輔 山崎裕史 高木祐輔 山崎裕史 高木祐輔 山崎裕史 高木祐輔 山崎裕史

中央大学 17 川添正浩 市川拓海 川添正浩 市川拓海 川添正浩 市川拓海 川添正浩 市川拓海 川添正浩 市川拓海 川添正浩 市川拓海 川添正浩 市川拓海 川添正浩 市川拓海 川添正浩 市川拓海 川添正浩 市川拓海

18 鉦打康平 小島明浩 鉦打康平 小島明浩 鉦打康平 小島明浩 鉦打康平 小島明浩 鉦打康平 小島明浩 鉦打康平 小島明浩 鉦打康平 小島明浩 鉦打康平 小島明浩 鉦打康平 小島明浩 鉦打康平 小島明浩

19 田上大輔 大田徹 田上大輔 大田徹 田上大輔 大田徹 田上大輔 大田徹 田上大輔 大田徹 田上大輔 大田徹 田上大輔 大田徹 田上大輔 大田徹 田上大輔 大田徹 田上大輔 大田徹

明海大学 20 山口貴之 宮﨑俊介 山口貴之 宮﨑俊介 山口貴之 宮﨑俊介 山口貴之 宮﨑俊介 山口貴之 宮﨑俊介 山口貴之 宮﨑俊介 山口貴之 宮﨑俊介 山口貴之 宮﨑俊介 山口貴之 宮﨑俊介 山口貴之 宮﨑俊介

21 物井史 末吉佳 物井史 末吉佳 物井史 末吉佳 古谷佑介 末吉佳 古谷佑介 末吉佳 物井史 末吉佳 物井史 末吉佳 物井史 末吉佳 物井史 末吉佳 物井史 末吉佳

22 笹川将生 半田伸 笹川将生 半田伸 笹川将生 半田伸 笹川将生 半田伸 笹川将生 半田伸 笹川将生 半田伸 笹川将生 半田伸 笹川将生 半田伸 笹川将生 半田伸 笹川将生 福田翔

法政大学 23 堤ひなた 安部美希 堤ひなた 安部美希 堤ひなた 安部美希 堤ひなた 安部美希 堤ひなた 安部美希 堤ひなた 安部美希 堤ひなた 安部美希 堤ひなた 安部美希 堤ひなた 安部美希 堤ひなた 安部美希

24 牟田口駿 小田慶太 牟田口駿 小田慶太 牟田口駿 小田慶太 牟田口駿 小田慶太 牟田口駿 小田慶太 牟田口駿 小田慶太 牟田口駿 小田慶太 牟田口駿 小田慶太 牟田口駿 小田慶太 牟田口駿 小田慶太

25 間宮正貴 小林遼平 間宮正貴 小林遼平 間宮正貴 小林遼平 間宮正貴 小林遼平 間宮正貴 小林遼平 間宮正貴 福永和裕 間宮正貴 福永和裕 間宮正貴 福永和裕 間宮正貴 福永和裕 間宮正貴 福永和裕

明治大学 26 森雄馬 高橋舞 森雄馬 高橋舞 森雄馬 高橋舞 森雄馬 安田隆一郎 森雄馬 安田隆一郎 森雄馬 高橋舞 森雄馬 高橋舞 森雄馬 高橋舞 森雄馬 高橋舞 森雄馬 高橋舞

27 成田有紗 安田隆一郎 成田有紗 安田隆一郎 成田有紗 安田隆一郎 成田有紗 高橋舞 成田有紗 高橋舞 成田有紗 小林遼平 成田有紗 小林遼平 成田有紗 小林遼平 成田有紗 小林遼平 成田有紗 小林遼平

28 清水裕代 對木裕之 清水裕代 對木裕之 清水裕代 對木裕之 清水裕代 對木裕之 清水裕代 對木裕之 清水裕代 對木裕之 清水裕代 對木裕之 清水裕代 對木裕之 清水裕代 對木裕之 清水裕代 對木裕之

愛知大学 29 三品卓也 藤原一磨 三品卓也 藤原一磨 三品卓也 藤原一磨 三品卓也 藤原一磨 三品卓也 藤原一磨 三品卓也 藤原一磨 三品卓也 藤原一磨 三品卓也 藤原一磨 三品卓也 藤原一磨 三品卓也 藤原一磨

30 渡邉雄大 百済裕人 渡邉雄大 百済裕人 渡邉雄大 近藤唯 渡邉雄大 近藤唯 渡邉雄大 近藤唯 渡邉雄大 近藤唯 渡邉雄大 近藤唯 渡邉雄大 近藤唯 渡邉雄大 近藤唯 渡邉雄大 近藤唯

31 園部誕紀 中村友樹 園部誕紀 中村友樹 園部誕紀 中村友樹 園部誕紀 中村友樹 園部誕紀 中村友樹 渡辺晴香 野口有里 渡辺晴香 野口有里 渡辺晴香 野口有里 渡辺晴香 野口有里 渡辺晴香 野口有里

静岡大学 32 高橋友海 山田将太 高橋友海 山田将太 高橋友海 山田将太 高橋友海 山田将太 高橋友海 松尾哲明 高橋友海 中村友樹 高橋友海 中村友樹 高橋友海 中村友樹 高橋友海 中村友樹 高橋友海 中村友樹

33 渡辺晴香 野口有里 渡辺晴香 野口有里 渡辺晴香 野口有里 渡辺晴香 野口有里 渡辺晴香 野口有里 岩野徹也 園部誕紀 岩野徹也 園部誕紀 岩野徹也 園部誕紀 岩野徹也 園部誕紀 岩野徹也 園部誕紀

34 肥子裕美子 安田大介 肥子裕美子 安田大介 肥子裕美子 安田大介 肥子裕美子 安田大介 肥子裕美子 安田大介 肥子裕美子 安田大介 肥子裕美子 安田大介 肥子裕美子 安田大介 肥子裕美子 安田大介 肥子裕美子 安田大介

愛知学院大学 35 岡本淳 下岡拓也 岡本淳 下岡拓也 岡本淳 下岡拓也 岡本淳 下岡拓也 岡本淳 下岡拓也 岡本淳 下岡拓也 岡本淳 下岡拓也 岡本淳 下岡拓也 岡本淳 下岡拓也 岡本淳 下岡拓也

36 森好史 東はるか 森好史 東はるか 森好史 東はるか 森好史 東はるか 森好史 東はるか 森好史 東はるか 森好史 東はるか 森好史 東はるか 森好史 東はるか 森好史 東はるか

37 中岡弘章 幸野達也 中岡弘章 幸野達也 中岡弘章 幸野達也 中岡弘章 幸野達也 中岡弘章 幸野達也 中岡弘章 幸野達也 中岡弘章 幸野達也 中岡弘章 幸野達也 中岡弘章 幸野達也 中岡弘章 幸野達也

同志社大学 38 奈良大樹 東野竜弥 奈良大樹 東野竜弥 奈良大樹 東野竜弥 奈良大樹 東野竜弥 奈良大樹 東野竜弥 奈良大樹 東野竜弥 奈良大樹 東野竜弥 奈良大樹 東野竜弥 奈良大樹 東野竜弥 奈良大樹 東野竜弥

39 豊田華世 立石和也 豊田華世 立石和也 豊田華世 立石和也 豊田華世 立石和也 豊田華世 立石和也 豊田華世 立石和也 豊田華世 立石和也 豊田華世 立石和也 豊田華世 立石和也 豊田華世 立石和也

40 改田高志 吉田祥吾 改田高志 吉田祥吾 改田高志 吉田祥吾 改田高志 吉田祥吾 改田高志 吉田祥吾 改田高志 吉田祥吾 改田高志 吉田祥吾 改田高志 吉田祥吾 改田高志 吉田祥吾 改田高志 吉田祥吾

金沢大学 41 永島伊純 鈴木宏宗 永島伊純 鈴木宏宗 永島伊純 鈴木宏宗 勝山大輔 囲將司 勝山大輔 囲將司 勝山大輔 囲將司 勝山大輔 囲將司 勝山大輔 囲將司 勝山大輔 囲將司 永島伊純 鈴木宏宗

42 千山照生 前智未 千山照生 前智未 千山照生 前智未 千山照生 前智未 千山照生 前智未 千山照生 前智未 千山照生 前智未 千山照生 前智未 千山照生 前智未 千山照生 前智未

43 中川恵理 瀬川和正 中川恵理 瀬川和正 中川恵理 瀬川和正 中川恵理 瀬川和正 中川恵理 瀬川和正 中川恵理 瀬川和正 中川恵理 瀬川和正 中川恵理 瀬川和正 中川恵理 瀬川和正 中川恵理 瀬川和正

龍谷大学 44 畠山和也 加藤有紀 畠山和也 加藤有紀 畠山和也 加藤有紀 畠山和也 加藤有紀 畠山和也 加藤有紀 畠山和也 加藤有紀 畠山和也 加藤有紀 畠山和也 加藤有紀 畠山和也 加藤有紀 畠山和也 加藤有紀

45 木下瑛司 大内裕真 木下瑛司 大内裕真 木下瑛司 大内裕真 木下瑛司 大内裕真 木下瑛司 大内裕真 木下瑛司 大内裕真 木下瑛司 大内裕真 木下瑛司 大内裕真 木下瑛司 大内裕真 上口晃毅 木下瑛司

46 小栗拓也 中野裕介 小栗拓也 中野裕介 小栗拓也 中野裕介 小栗拓也 中野裕介 小栗拓也 中野裕介 小栗拓也 中野裕介 小栗拓也 中野裕介 小栗拓也 中野裕介 小栗拓也 中野裕介 小栗拓也 中野裕介

関西学院大学 47 笠井大樹 俣江広敬 笠井大樹 俣江広敬 笠井大樹 俣江広敬 笠井大樹 俣江広敬 笠井大樹 俣江広敬 笠井大樹 俣江広敬 笠井大樹 俣江広敬 笠井大樹 俣江広敬 笠井大樹 溝上遣斗 笠井大樹 俣江広敬

48 西尾駿作 堀切勇志 西尾駿作 堀切勇志 西尾駿作 堀切勇志 西尾駿作 堀切勇志 西尾駿作 堀切勇志 西尾駿作 堀切勇志 西尾駿作 堀切勇志 西尾駿作 堀切勇志 西尾駿作 堀切勇志 西尾駿作 堀切勇志

49 大曲昭子 西山宏美 大曲昭子 西山宏美 大曲昭子 西山宏美 大曲昭子 伊勢木仁 大曲昭子 伊勢木仁 大曲昭子 伊勢木仁 大曲昭子 伊勢木仁 大曲昭子 伊勢木仁 大曲昭子 伊勢木仁 大曲昭子 伊勢木仁

関西大学 50 後藤沙季 高林弘太郎 後藤沙季 高林弘太郎 後藤沙季 高林弘太郎 後藤沙季 高林弘太郎 後藤沙季 大石亘佑 後藤沙季 大石亘佑 後藤沙季 大石亘佑 後藤沙季 大石亘佑 後藤沙季 大石亘佑 後藤沙季 高林弘太郎

51 赤崎恭介 伊佐常哉 赤崎恭介 伊佐常哉 赤崎恭介 伊佐常哉 赤崎恭介 武井憲保 赤崎恭介 武井憲保 竹井保憲 伊佐常哉 竹井保憲 高林弘太郎 竹井保憲 高林弘太郎 竹井保憲 高林弘太郎 赤崎恭介 竹井保憲

52 高橋里奈 中島大輔 高橋里奈 中島大輔 高橋里奈 中島大輔 高橋里奈 中島大輔 高橋里奈 中島大輔 高橋里奈 中島大輔 高橋里奈 中島大輔 高橋里奈 中島大輔 高橋里奈 中島大輔 高橋里奈 中島大輔

甲南大学 53 平岡高史 上亜沙子 平岡高史 上亜沙子 平岡高史 上亜沙子 平岡高史 上亜沙子 平岡高史 上亜沙子 平岡高史 上亜沙子 平岡高史 上亜沙子 平岡高史 上亜沙子 平岡高史 上亜沙子 平岡高史 上亜沙子

54 神木蘭 植山惇也 神木蘭 植山惇也 神木蘭 植山惇也 神木蘭 植山惇也 神木蘭 植山惇也 神木蘭 植山惇也 神木蘭 植山惇也 神木蘭 植山惇也 神木蘭 植山惇也 神木蘭 植山惇也

55 岸田諒 後藤仰 岸田諒 後藤仰 岸田諒 後藤仰 岸田諒 後藤仰 岸田諒 後藤仰 岸田諒 後藤仰 岸田諒 後藤仰 岸田諒 後藤仰 岸田諒 後藤仰 岸田諒 後藤仰

鳥取大学 56 藤山太一 村木博 藤山太一 村木博 藤山太一 村木博 藤山太一 村木博 藤山太一 村木博 藤山太一 村木博 藤山太一 村木博 藤山太一 村木博 藤山太一 村木博 藤山太一 村木博

57 酒井啓輔 入江結 酒井啓輔 入江結 酒井啓輔 入江結 酒井啓輔 入江結 酒井啓輔 入江結 酒井啓輔 入江結 酒井啓輔 入江結 酒井啓輔 入江結 酒井啓輔 入江結 酒井啓輔 入江結

58 田路太地 日野宗一郎 田路太地 日野宗一郎 田路太地 日野宗一郎 田路太地 日野宗一郎 田路太地 日野宗一郎 田路太地 日野宗一郎 田路太地 日野宗一郎 田路太地 日野宗一郎 田路太地 日野宗一郎 田路太地 日野宗一郎

岡山大学 59 大西菜月 小原一徳 大西菜月 小原一徳 大西菜月 小原一徳 大西菜月 小原一徳 大西菜月 小原一徳 大西菜月 小原一徳 大西菜月 小原一徳 大西菜月 小原一徳 大西菜月 小原一徳 大西菜月 小原一徳

60 平井久貴 橋本拓歩 平井久貴 橋本拓歩 平井久貴 橋本拓歩 平井久貴 橋本拓歩 平井久貴 橋本拓歩 平井久貴 橋本拓歩 平井久貴 橋本拓歩 平井久貴 橋本拓歩 平井久貴 橋本拓歩 平井久貴 橋本拓歩

61 千葉龍一 佐渡香織 千葉龍一 佐渡香織 千葉龍一 佐渡香織 千葉龍一 佐渡香織 千葉龍一 佐渡香織 千葉龍一 佐渡香織 千葉龍一 佐渡香織 千葉龍一 佐渡香織 千葉龍一 佐渡香織 千葉龍一 佐渡香織

徳島大学 62 和田直人 高見智彦 和田直人 高見智彦 和田直人 高見智彦 和田直人 高見智彦 和田直人 高見智彦 和田直人 高見智彦 和田直人 高見智彦 和田直人 高見智彦 和田直人 高見智彦 和田直人 高見智彦

63 中野太洋 小林貴喜 中野太洋 小林貴喜 中野太洋 小林貴喜 中野太洋 小林貴喜 中野太洋 小林貴喜 中野太洋 小林貴喜 中野太洋 小林貴喜 中野太洋 小林貴喜 中野太洋 小林貴喜 中野太洋 小林貴喜

64 飯束潮吹 外薗潤平 飯束潮吹 外薗潤平 飯束潮吹 外薗潤平 飯束潮吹 外薗潤平 飯束潮吹 外薗潤平 飯束潮吹 外薗潤平 飯束潮吹 外薗潤平 飯束潮吹 外薗潤平 飯束潮吹 外薗潤平 飯束潮吹 外薗潤平

日本経済大学 65 岡賢志 大嶋龍介 岡賢志 大嶋龍介 岡賢志 大嶋龍介 岡賢志 大嶋龍介 岡賢志 大嶋龍介 岡賢志 大嶋龍介 岡賢志 大嶋龍介 岡賢志 大嶋龍介 岡賢志 大嶋龍介 徳重エリカ 大嶋龍介

66 土居一斗 内野航太 土居一斗 内野航太 土居一斗 内野航太 土居一斗 内野航太 土居一斗 内野航太 土居一斗 内野航太 土居一斗 内野航太 土居一斗 内野航太 土居一斗 内野航太 今村亮 内野航太

67 古賀陽 田中章文 古賀陽 田中章文 古賀陽 田中章文 古賀陽 田中章文 古賀陽 田中章文 古賀陽 田中章文 古賀陽 田中章文 古賀陽 田中章文 古賀陽 田中章文 古賀陽 田中章文

福岡大学 68 三島直樹 長野太一 三島直樹 長野太一 三島直樹 長野太一 三島直樹 長野太一 三島直樹 長野太一 三島直樹 長野太一 三島直樹 長野太一 三島直樹 長野太一 三島直樹 長野太一 三島直樹 長野太一

69 後藤亘 牟田知洋 後藤亘 牟田知洋 後藤亘 牟田知洋 後藤亘 牟田知洋 後藤亘 牟田知洋 後藤亘 牟田知洋 後藤亘 牟田知洋 後藤亘 牟田知洋 後藤亘 牟田知洋 後藤亘 牟田知洋

70 黒瀬厚祥 苗村将志 黒瀬厚祥 苗村将志 黒瀬厚祥 苗村将志 黒瀬厚祥 苗村将志 黒瀬厚祥 苗村将志 黒瀬厚祥 苗村将志 黒瀬厚祥 苗村将志 黒瀬厚祥 苗村将志 黒瀬厚祥 苗村将志 黒瀬厚祥 苗村将志

九州大学 71 握正博 辻勇 握正博 辻勇 握正博 辻勇 握正博 辻勇 握正博 辻勇 土屋正博 辻勇 土屋正博 辻勇 土屋正博 辻勇 土屋正博 辻勇 土屋正博 辻勇

72 浅田聡磨 松尾賢嶺 浅田聡磨 松尾賢嶺 浅田聡磨 松尾賢嶺 浅田聡磨 松尾賢嶺 浅田聡磨 松尾賢嶺 浅田聡磨 松尾賢嶺 浅田聡磨 松尾賢嶺 浅田聡磨 松尾賢嶺 浅田聡磨 松尾賢嶺 浅田聡磨 松尾賢嶺

9R 10R6R 7R 8R
大学名

ﾘｺｰﾙ
No.

5R2R 3R 4R1R

大会名
クラス

第75回全日本学生ヨット選手権大会
国際４７０クラス 海陽ヨットハーバー

11月3日開催日
於

平成22年10月29日


