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1 30994 吉田　壮一郎 澤村　彩芽 吉田　壮一郎 澤村　彩芽 吉田　壮一郎 澤村　彩芽 吉田　壮一郎 澤村　彩芽 吉田　壮一郎 澤村　彩芽 吉田　壮一郎 澤村　彩芽

小樽商科大学 2 29281 原　駿介 羽野　良輔 原　駿介 羽野　良輔 原　駿介 羽野　良輔 原　駿介 羽野　良輔 原　駿介 羽野　良輔 原　駿介 羽野　良輔

3 29280 北清　友朗 水野　友貴 北清　友朗 水野　友貴 北清　友朗 水野　友貴 北清　友朗 水野　友貴 北清　友朗 水野　友貴 北清　友朗 水野　友貴

4 31378 行則 啓太 竹中　智紀 行則 啓太 竹中　智紀 行則 啓太 竹中　智紀 行則 啓太 竹中　智紀 行則 啓太 竹中　智紀 行則 啓太 竹中　智紀

東北大学 5 31229 横山　翔真 手塚　優子 横山　翔真 手塚　優子 横山　翔真 手塚　優子 横山　翔真 手塚　優子 横山　翔真 手塚　優子 横山　翔真 手塚　優子

6 31234 小山　礼 平澤　衛 大山　チカ 阿部　俊介 小山　礼 平澤　衛 小山　礼 平澤　衛 小山　礼 平澤　衛 小山　礼 平澤　衛

7 31092 佐藤　帆海 松下　航也 佐藤　帆海 松下　航也 佐藤　帆海 松下　航也 佐藤　帆海 松下　航也 佐藤　帆海 松下　航也 佐藤　帆海 松下　航也

慶応義塾大学 8 30233 増田　健吾 片山　拓哉 増田　健吾 片山　拓哉 増田　健吾 片山　拓哉 増田　健吾 片山　拓哉 増田　健吾 片山　拓哉 増田　健吾 片山　拓哉

9 31006 細沼　豪太 畠　広樹 細沼　豪太 畠　広樹 細沼　豪太 畠　広樹 細沼　豪太 畠　広樹 細沼　豪太 畠　広樹 細沼　豪太 畠　広樹

10 31009 福士　倖也 伊藤　未波 福士　倖也 伊藤　未波 福士　倖也 伊藤　未波 福士　倖也 伊藤　未波 福士　倖也 伊藤　未波 福士　倖也 伊藤　未波

中央大学 11 31319 岸　裕花 千葉　将貴 岸　裕花 千葉　将貴 岸　裕花 千葉　将貴 岸　裕花 千葉　将貴 岸　裕花 千葉　将貴 岸　裕花 千葉　将貴

12 29873 山内　健史 寺崎　匠 山内　健史 寺崎　匠 山内　健史 寺崎　匠 山内　健史 寺崎　匠 山内　健史 寺崎　匠 山内　健史 寺崎　匠

13 31356 大井　航平 村上　義龍 大井　航平 村上　義龍 大井　航平 村上　義龍 大井　航平 村上　義龍 大井　航平 村上　義龍 大井　航平 村上　義龍

日本大学 14 31215 中山　由佳 青木　祐哉 植木　武成 青木　祐哉 中山　由佳 青木　祐哉 植木　武成 青木　祐哉 植木　武成 青木　祐哉 植木　武成 青木　祐哉

15 31293 池田　紅葉 矢野　伸一郎 池田　紅葉 矢野　伸一郎 池田　紅葉 安藤　立 井嶋　博之 矢野　伸一郎 井嶋　博之 矢野　伸一郎 井嶋　博之 矢野　伸一郎

16 29883 佐藤　武 石川紗葉子 佐藤　武 石川紗葉子 佐藤　武 石川紗葉子 佐藤　武 石川紗葉子 佐藤　武 石川紗葉子 佐藤　武 石川紗葉子

法政大学 17 31336 根本　彩加 岩井　友香 根本　彩加 岩井　友香 根本　彩加 岩井　友香 根本　彩加 岩井　友香 根本　彩加 岩井　友香 根本　彩加 岩井　友香

18 30941 北林妙恵子 柏谷　大樹 北林妙恵子 柏谷　大樹 北林妙恵子 柏谷　大樹 北林妙恵子 柏谷　大樹 北林妙恵子 柏谷　大樹 北林妙恵子 柏谷　大樹

19 31165 柴沼　拓也 天野　大志 柴沼　拓也 天野　大志 柴沼　拓也 天野　大志 柴沼　拓也 天野　大志 柴沼　拓也 天野　大志 柴沼　拓也 天野　大志

明海大学 20 31115 杉浦　良介 古坂　信悟 杉浦　良介 古坂　信悟 杉浦　良介 古坂　信悟 杉浦　良介 古坂　信悟 杉浦　良介 古坂　信悟 杉浦　良介 古坂　信悟

21 30895 花本　菜美 川村　友了 花本　菜美 川村　友了 花本　菜美 川村　友了 花本　菜美 川村　友了 稲吉　龍太郎 川村　友了 稲吉　龍太郎 川村　友了

22 31366 直井　滉耀 増田　喜一 直井　滉耀 増田　喜一 直井　滉耀 増田　喜一 直井　滉耀 増田　喜一 直井　滉耀 増田　喜一 直井　滉耀 増田　喜一

明治大学 23 31182 近藤　かんな 梅本　寛之 近藤　かんな 梅本　寛之 近藤　かんな 梅本　寛之 近藤　かんな 梅本　寛之 近藤　かんな 梅本　寛之 近藤　かんな 梅本　寛之

24 31081 鈴木　颯太 安藤　駿佑 鈴木　颯太 安藤　駿佑 鈴木　颯太 安藤　駿佑 鈴木　颯太 安藤　駿佑 鈴木　颯太 安藤　駿佑 鈴木　颯太 安藤　駿佑

25 31380 永松　礼 川上　健太 永松　礼 川上　健太 永松　礼 川上　健太 永松　礼 川上　健太 永松　礼 川上　健太 永松　礼 川上　健太

早稲田大学 26 31306 平川　竜也 三宅　功輔 平川　竜也 三宅　功輔 平川　竜也 三宅　功輔 平川　竜也 三宅　功輔 平川　竜也 三宅　功輔 平川　竜也 三宅　功輔

27 31178 岩月　大空 服部　勇大 岩月　大空 服部　勇大 岩月　大空 服部　勇大 岩月　大空 服部　勇大 岩月　大空 服部　勇大 岩月　大空 堀田　芽ノ世

28 31246 小宮　健太郎 早川　雅人 小宮　健太郎 早川　雅人 小宮　健太郎 早川　雅人 小宮　健太郎 早川　雅人 小宮　健太郎 早川　雅人 小宮　健太郎 早川　雅人

名古屋工業大学 29 30358 佐々木　拓磨 児山　弘昌 佐々木　拓磨 児山　弘昌 佐々木　拓磨 児山　弘昌 佐々木　拓磨 児山　弘昌 佐々木　拓磨 児山　弘昌 佐々木　拓磨 児山　弘昌

30 30188 浅野　暁人 永田　拓 浅野　暁人 永田　拓 浅野　暁人 永田　拓 浅野　暁人 永田　拓 浅野　暁人 永田　拓 浅野　暁人 永田　拓

31 27280 上江洲　由悟 廣野　晴保 上江洲　由悟 廣野　晴保 上江洲　由悟 廣野　晴保 上江洲　由悟 廣野　晴保 上江洲　由悟 廣野　晴保 上江洲　由悟 廣野　晴保

三重大学 32 28572 前田　合喜 宮前　和弥 前田　合喜 宮前　和弥 前田　合喜 宮前　和弥 前田　合喜 宮前　和弥 前田　合喜 宮前　和弥 前田　合喜 宮前　和弥

33 29118 関　春花 江﨑　亮介 関　春花 江﨑　亮介 関　春花 江﨑　亮介 関　春花 江﨑　亮介 関　春花 江﨑　亮介 関　春花 江﨑　亮介

34 29598 小川　勇大 安渡　司 小川　勇大 安渡　司 小塩　浩人 立石　将大 小塩　浩人 立石　将大 小塩　浩人 立石　将大 嶋崎　雄介 栗栖　一樹

京都大学 35 30083 高木　誠 鈴木　英介 高木　誠 鈴木　英介 高木　誠 長塚　正一郎 高木　誠 鈴木　英介 高木　誠 鈴木　英介 高木　誠 鈴木　英介

36 30383 嶋崎　雄介 栗栖　一樹 嶋崎　雄介 栗栖　一樹 小川　勇大 安渡　司 小川　勇大 安渡　司 小川　勇大 安渡　司 小川　勇大 安渡　司

37 31373 岡村　俊祐 渥美　涼介 岡村　俊祐 渥美　涼介 岡村　俊祐 渥美　涼介 岡村　俊祐 渥美　涼介 岡村　俊祐 渥美　涼介 岡村　俊祐 渥美　涼介

同志社大学 38 31363 杉山　航一朗 大木　晃太 杉山　航一朗 大木　晃太 杉山　航一朗 三輪　虹輝 杉山　航一朗 大木晃太 杉山　航一朗 三輪　虹輝 杉山　航一朗 三輪　虹輝

39 30080 藤野　流星 北原　洋 藤野　流星 北原　洋 藤野　流星 北原　洋 藤野　流星 北原　洋 藤野　流星 北原　洋 藤野　流星 北原　洋

40 31303 原田　俊法 上田　健太郎 原田　俊法 上田　健太郎 原田　俊法 上田　健太郎 原田　俊法 上田　健太郎 原田　俊法 上田　健太郎 原田　俊法 上田　健太郎

龍谷大学 41 30256 梅本　美咲 西川　太喜 梅本　美咲 西川　太喜 梅本　美咲 西川　太喜 梅本　美咲 西川　太喜 梅本　美咲 西川　太喜 梅本　美咲 西川　太喜

42 29527 脇田　聖士 森口　冴佳 脇田　聖士 森口　冴佳 脇田　聖士 森口　冴佳 脇田　聖士 森口　冴佳 脇田　聖士 森口　冴佳 脇田　聖士 森口　冴佳

43 31358 花島　瑞紀 金子　周平 花島　瑞紀 金子　周平 花島　瑞紀 金子　周平 花島　瑞紀 金子　周平 花島　瑞紀 浅田　静香 花島　瑞紀 浅田　静香

関西大学 44 31085 堀　久太朗 石田　達也 堀　久太朗 石田　達也 堀　久太朗 石田　達也 堀　久太朗 石田　達也 堀　久太朗 石田　達也 堀　久太朗 石田　達也

45 28328 川添　大貴 浦田　昴風 川添　大貴 浦田　昴風 川添　大貴 浦田　昴風 川添　大貴 浦田　昴風 川添　大貴 浦田　昴風 川添　大貴 浦田　昴風

46 31186 西原　成駿 松本　健太郎 西原　成駿 松本　健太郎 西原　成駿 川村　凪咲 西原　成駿 柴田　和輝 西原　成駿 柴田　和輝 西原　成駿 柴田　和輝

関西学院大学 47 31351 喜田　将史 誉田　智史 喜田　将史 誉田　智史 喜田　将史 誉田　智史 喜田　将史 誉田　智史 喜田　将史 誉田　智史 喜田　将史 誉田　智史

48 31156 山本　皓貴 柴田　和輝 山本　皓貴 柴田　和輝 山本　皓貴 柴田　和輝 後藤陽一郎 川村　凪咲 後藤陽一郎 川村　凪咲 後藤陽一郎 川村　凪咲

49 30987 明石　健吾 井阪　雅仁 明石　健吾 井阪　雅仁 明石　健吾 井阪　雅仁 明石　健吾 井阪　雅仁 明石　健吾 井阪　雅仁 明石　健吾 井阪　雅仁

甲南大学 50 30969 津嶋　範之 尾川　翔 桑原　洋樹 尾川　翔 津嶋　範之 染谷　晃徳 津嶋　範之 染谷　晃徳 津嶋　範之 染谷　晃徳 津嶋　範之 尾川　翔

51 30781 南博　之伸 比嘉　祐希 南　博之伸 比嘉　祐希 桑原　洋樹 比嘉　祐希 桑原　洋樹 比嘉　祐希 桑原　洋樹 比嘉　祐希 桑原　洋樹 比嘉　祐希

52 31305 高木　秀隆 西山　謙仁 高木　秀隆 西山　謙仁 高木　秀隆 西山　謙仁 高木　秀隆 西山　謙仁 高木　秀隆 西山　謙仁 高木　秀隆 西山　謙仁

広島大学 53 30804 篠原　佑太 姫村　和典 篠原　佑太 姫村　和典 篠原　佑太 姫村　和典 篠原　佑太 姫村　和典 篠原　佑太 姫村　和典 篠原　佑太 姫村　和典

54 30574 西田　睦 元川　凱喜 西田　睦 元川　凱喜 西田　睦 元川　凱喜 西田　睦 元川　凱喜 西田　睦 元川　凱喜 西田　睦 元川　凱喜

55 27501 横田 力哉 吉武 真理 横田 力哉 吉武 真理 横田 力哉 吉武 真理 横田 力哉 吉武 真理 横田 力哉 吉武 真理 横田 力哉 吉武 真理

山口大学 56 28763 高野 優香 神之薗 愛璃 高野 優香 神之薗 愛璃 高野 優香 神之薗 愛璃 高野 優香 神之薗 愛璃 高野 優香 神之薗 愛璃 高野 優香 神之薗 愛璃

57 29171 森田 倫規 宮本 茜 森田 倫規 宮本 茜 森田 倫規 宮本 茜 森田 倫規 宮本 茜 森田 倫規 宮本 茜 森田 倫規 宮本 茜

58 31056 吉川　隼人 山野　竜一郎 吉川　隼人 山野　竜一郎 吉川　隼人 山野　竜一郎 吉川　隼人 山野　竜一郎 吉川　隼人 山野　竜一郎 吉川　隼人 山野　竜一郎

香川大学 59 28787 伊藤　大弥 井上　聡 伊藤　大弥 井上　聡 伊藤　大弥 井上　聡 伊藤　大弥 井上　聡 伊藤　大弥 井上　聡 伊藤　大弥 井上　聡

60 28290 蟹江　航晴 境　ひかり 蟹江　航晴 境　ひかり 蟹江　航晴 境　ひかり 蟹江　航晴 境　ひかり 蟹江　航晴 境　ひかり 蟹江　航晴 境　ひかり

61 31335 牧野　碧依 八並　克憲 牧野　碧依 八並　克憲 牧野　碧依 八並　克憲 牧野　碧依 八並　克憲 牧野　碧依 八並　克憲 牧野　碧依 八並　克憲

九州大学 62 31272 髙山　達矢 近藤　亘 髙山　達矢 近藤　亘 髙山　達矢 近藤　亘 髙山　達矢 近藤　亘 髙山　達矢 近藤　亘 髙山　達矢 近藤　亘

63 31054 髙橋　将至 加﨑　健太朗 髙橋　将至 加﨑　健太朗 髙橋　将至 加﨑　健太朗 髙橋　将至 加﨑　健太朗 髙橋　将至 加﨑　健太朗 髙橋　将至 加﨑　健太朗

64 29620 石井 孝幸 志藤　孝仁 石井 孝幸 志藤　孝仁 石井 孝幸 志藤　孝仁 石井 孝幸 志藤　孝仁 石井 孝幸 志藤　孝仁 石井 孝幸 志藤　孝仁

長崎総合科学大学 65 31168 福井　丈一 皆川　大地 福井　丈一 皆川　大地 福井　丈一 皆川　大地 福井　丈一 皆川　大地 福井　丈一 皆川　大地 福井　丈一 皆川　大地

66 29904 牧　幸輝 中村　千穂 牧　幸輝 中村　千穂 牧　幸輝 中村　千穂 牧　幸輝 中村　千穂 牧　幸輝 中村　千穂 牧　幸輝 中村　千穂

67 30980 高嶋　暢志 農添　弘樹 高嶋　暢志 農添　弘樹 高嶋　暢志 農添　弘樹 高嶋　暢志 農添　弘樹 高嶋　暢志 農添　弘樹 高嶋　暢志 農添　弘樹

福岡大学 68 31050 熊野　文紀 村川　和輝 熊野　文紀 村川　和輝 熊野　文紀 村川　和輝 熊野　文紀 村川　和輝 熊野　文紀 村川　和輝 熊野　文紀 村川　和輝

69 30084 増本　澄子 永田　季哉 増本　澄子 永田　季哉 増本　澄子 永田　季哉 市橋　祐里 永田　季哉 市橋　祐里 永田　季哉 市橋　祐里 永田　季哉

豊田自動織機海陽ヨットハーバー
11月6日

ﾚｰｽ委員長 ﾌﾟﾛﾃｽﾄ委員長 記録部長 作成者

開催日
於

平成28年11月2日
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第81回全日本学生ヨット選手権大会
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