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1 4632 植田　海透 村上　勘太 植田　海透 村上　勘太 植田　海透 村上　勘太 植田　海透 村上　勘太 植田　海透 村上　勘太 植田　海透 村上　勘太 植田　海透 村上　勘太 植田　海透 村上　勘太 植田　海透 村上　勘太

北海道大学 2 4557 沖津　宝 和泉　大志 沖津　宝 和泉　大志 沖津　宝 和泉　大志 沖津　宝 和泉　大志 沖津　宝 和泉　大志 沖津　宝 和泉　大志 沖津　宝 和泉　大志 沖津　宝 和泉　大志 沖津　宝 和泉　大志

3 4424 林　蓉未 三ツ田　隆将 林　蓉未 三ツ田　隆将 林　蓉未 三ツ田　隆将 尾花　賢 小倉　佑季子 尾花　賢 小倉　佑季子 尾花　賢 小倉　佑季子 尾花　賢 小倉　佑季子 尾花　賢 小倉　佑季子 尾花　賢 小倉　佑季子

4 4678 吉田　佳織 石川　紗穂 吉田　佳織 石川　紗穂 吉田　佳織 石川　紗穂 吉田　佳織 石川　紗穂 吉田　佳織 石川　紗穂 吉田　佳織 石川　紗穂 吉田　佳織 石川　紗穂 吉田　佳織 石川　紗穂 佐藤　圭亮 石川　紗穂

東北学院大学 5 4447 木下　勇真 太田　健生 木下　勇真 太田　健生 木下　勇真 太田　健生 木下　勇真 太田　健生 木下　勇真 太田　健生 木下　勇真 太田　健生 木下　勇真 太田　健生 木下　勇真 太田　健生 木下　勇真 太田　健生

6 4441 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 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 吉田　佳織 澤田　英史

7 4570 田中　智也 松田　喜臣 田中　智也 松田　喜臣 田中　智也 松田　喜臣 田中　智也 松田　喜臣 田中　智也 松田　喜臣 田中　智也 松田　喜臣 田中　智也 松田　喜臣 田中　智也 松田　喜臣 田中　智也 松田　喜臣

学習院大学 8 4440 藤井　勇樹 諸星　慧 藤井　勇樹 諸星　慧 藤井　勇樹 諸星　慧 藤井　勇樹 諸星　慧 藤井　勇樹 諸星　慧 藤井　勇樹 諸星　慧 藤井　勇樹 諸星　慧 藤井　勇樹 諸星　慧 藤井　勇樹 諸星　慧

9 4232 宮本　博勝 田岡　篤樹 宮本　博勝 田岡　篤樹 宮本　博勝 田岡　篤樹 宮本　博勝 田岡　篤樹 宮本　博勝 田岡　篤樹 宮本　博勝 田岡　篤樹 宮本　博勝 田岡　篤樹 宮本　博勝 田岡　篤樹 宮本　博勝 田岡　篤樹

10 4693 柳内　航平 久保田　空 柳内　航平 久保田　空 柳内　航平 久保田　空 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 柳内　航平 武内　元彦 柳内　航平 出本稜太

慶應義塾大学 11 4633 村瀬　志綱 樫本　達真 村瀬　志綱 樫本　達真 村瀬　志綱 樫本　達真 村瀬　志綱 樫本　達真 村瀬　志綱 樫本　達真 村瀬　志綱 樫本　達真 村瀬　志綱 樫本　達真 村瀬　志綱 樫本　達真 村瀬　志綱 樫本　達真

12 4598 高宮豪太 出本稜太 高宮豪太 出本稜太 高宮豪太 出本稜太 吉村　彰人 久保田　空 吉村　彰人 久保田　空 吉村　彰人 久保田　空 吉村　彰人 久保田　空 吉村　彰人 久保田　空 吉村　彰人 久保田　空

13 4687 辻　慧 畑　大輔 辻　慧 畑　大輔 辻　慧 畑　大輔 辻　慧 畑　大輔 辻　慧 畑　大輔 辻　慧 畑　大輔 辻　慧 畑　大輔 辻　慧 畑　大輔 辻　慧 畑　大輔

千葉大学 14 4512 伊東　健 荘　凛太郎 伊東　健 荘　凛太郎 伊東　健 荘　凛太郎 伊東　健 荘　凛太郎 伊東　健 荘　凛太郎 伊東　健 荘　凛太郎 伊東　健 荘　凛太郎 伊東　健 荘　凛太郎 伊東　健 荘　凛太郎

15 4311 大橋　京悟 奥山　慶大 大橋　京悟 奥山　慶大 大橋　京悟 奥山　慶大 大橋　京悟 奥山　慶大 大橋　京悟 奥山　慶大 大橋　京悟 奥山　慶大 大橋　京悟 奥山　慶大 大橋　京悟 奥山　慶大 大橋　京悟 奥山　慶大

16 4571 菅野　翔 中村　海一 菅野　翔 中村　海一 菅野　翔 中村　海一 菅野　翔 中村　海一 菅野　翔 中村　海一 菅野　翔 中村　海一 菅野　翔 中村　海一 　菅野　翔 岩田　慧吾 　菅野　翔 岩田　慧吾

中央大学 17 4410 榊原　健人 齊藤　七大 榊原　健人 齊藤　七大 榊原　健人 齊藤　七大 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 榊原　健人 桑野　絵里佳 榊原　健人 桑野　絵里佳

18 4429 小西　健治 岩田　慧吾 小西　健治 岩田　慧吾 小西　健治 岩田　慧吾 小西　健治 岩田　慧吾 小西　健治 岩田　慧吾 小西　健治 岩田　慧吾 小西　健治 岩田　慧吾 小西　健治 中村　海一 小西　健治 中村　海一

19 4662 赤木　恒平 佐藤海志 赤木　恒平 佐藤海志 赤木　恒平 佐藤海志 赤木　恒平 佐藤海志 赤木　恒平 佐藤海志 宮野　菜々 佐藤海志 赤木　恒平 佐藤海志 本多佑基 佐藤海志 本多佑基 濱野　舜斗

日本大学 20 4674 中山　由紀美 中村大陽 中山　由紀美 中村大陽 中山　由紀美 中村大陽 中山　由紀美 中村大陽 中山　由紀美 中村大陽 中山　由紀美 中村大陽 中山　由紀美 中村大陽 中山　由紀美 中村大陽 中山　由紀美 中村大陽

21 4578 高山　大智 服部　勇樹 高山　大智 服部　勇樹 高山　大智 服部　勇樹 高山　大智 服部　勇樹 高山　大智 服部　勇樹 高山　大智 服部　勇樹 高山　大智 服部　勇樹 高山　大智 服部　勇樹 高山　大智 服部　勇樹

22 4620 足立　茉莉花 藤代　浩輔 足立　茉莉花 藤代　浩輔 足立　茉莉花 藤代　浩輔 足立　茉莉花 藤代　浩輔 足立　茉莉花 藤代　浩輔 足立　茉莉花 藤代　浩輔 足立　茉莉花 藤代　浩輔 足立　茉莉花 藤代　浩輔 足立　茉莉花 藤代　浩輔

法政大学 23 4366 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 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 伊藤　七瑠 黒石　大陽

24 4501 赤嶺　華歩 盛田　冬華 赤嶺　華歩 盛田　冬華 赤嶺　華歩 盛田　冬華 赤嶺　華歩 盛田　冬華 赤嶺　華歩 盛田　冬華 赤嶺　華歩 盛田　冬華 赤嶺　華歩 盛田　冬華 赤嶺　華歩 盛田　冬華 赤嶺　華歩 盛田　冬華

25 4566 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士

明海大学 26 4492 鍋岡　薫 守屋　晴喜 鍋岡　薫 守屋　晴喜 鍋岡　薫 守屋　晴喜 鍋岡　薫 守屋　晴喜 千葉　康貴 守屋　晴喜 千葉　康貴 守屋　晴喜 鍋岡　薫 青木　美優 千葉　康貴 守屋晴喜 鍋岡　薫 守屋晴喜

27 4402 花井　静亜 鈴木　真人 花井　静亜 鈴木　真人 花井　静亜 鈴木　真人 花井　静亜 鈴木　真人 花井　静亜 鈴木　真人 花井　静亜 鈴木　真人 花井　静亜 鈴木　真人 花井　静亜 鈴木　真人 花井　静亜 鈴木　真人

28 4695 田中　美紗樹 嶋田　篤哉 田中　美紗樹 嶋田　篤哉 田中　美紗樹 嶋田　篤哉 田中　美紗樹 嶋田　篤哉 田中　美紗樹 嶋田　篤哉 田中　美紗樹 嶋田　篤哉 田中　美紗樹 嶋田　篤哉 田中　美紗樹 嶋田　篤哉 田中　美紗樹 嶋田　篤哉

早稲田大学 29 4647 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 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 西村宗至朗 秦　和也

30 4562 元津　志緒 古橋　捷太 元津　志緒 古橋　捷太 元津　志緒 古橋　捷太 元津　志緒 古橋　捷太 元津　志緒 古橋　捷太 元津　志緒 古橋　捷太 元津　志緒 古橋　捷太 元津　志緒 古橋　捷太 元津　志緒 古橋　捷太

31 4638 石黒　武志 兵藤　麗奈 石黒　武志 兵藤　麗奈 石黒　武志 兵藤　麗奈 石黒　武志 加藤　倭大 石黒　武志 加藤　倭大 石黒　武志 加藤　倭大 石黒　武志 加藤　倭大 石黒　武志 兵藤　麗奈 石黒　武志 兵藤　麗奈

愛知工業大学 32 4263 加藤　倭大 矢ヶ崎　新 加藤　倭大 矢ヶ崎　新 加藤　倭大 矢ヶ崎　新 矢野聡美 矢ヶ崎　新 矢野聡美 矢ヶ崎　新 矢野聡美 矢ヶ崎　新 矢野聡美 兵藤　麗奈 矢野聡美 矢ヶ崎　新 加藤　倭大 矢ヶ崎　新

33 4249 柴本　陸 仲村　駿希 柴本　陸 仲村　駿希 柴本　陸 仲村　駿希 柴本　陸 兵藤　麗奈 柴本　陸 兵藤　麗奈 柴本　陸 兵藤　麗奈 柴本　陸 仲村　駿希 柴本　陸 仲村　駿希 柴本　陸 仲村　駿希

34 3806 早川　雅人 田山　滉士 早川　雅人 田山　滉士 早川　雅人 田山　滉士 早川　雅人 田山　滉士 早川　雅人 田山　滉士 早川　雅人 田山　滉士 早川　雅人 田山　滉士 早川　雅人 岩田　聖矢 早川　雅人 岩田　聖矢

名古屋工業大学 35 4192 並河　晃器 岩田　聖矢 並河　晃器 岩田　聖矢 並河　晃器 岩田　聖矢 並河　晃器 児山　弘昌 並河　晃器 児山　弘昌 並河　晃器 児山　弘昌 並河　晃器 児山　弘昌 並河　晃器 田山　滉士 並河　晃器 田山　滉士

36 3396 土田　智也 児山　弘昌 土田　智也 児山　弘昌 土田　智也 児山　弘昌 鈴木　大河 岩田　聖矢 鈴木　大河 岩田　聖矢 鈴木　大河 岩田　聖矢 鈴木　大河 岩田　聖矢 土田　智也 児山　弘昌 土田　智也 児山　弘昌

37 4532 二井谷　和平 間宮　太陽 二井谷　和平 間宮　太陽 二井谷　和平 間宮　太陽 二井谷　和平 間宮　太陽 二井谷　和平 間宮　太陽 二井谷　和平 間宮　太陽 二井谷　和平 間宮　太陽 二井谷　和平 間宮　太陽 二井谷　和平 間宮　太陽

金沢大学 38 4472 河合　夕涼 松岡　宗太郎 河合　夕涼 松岡　宗太郎 河合　夕涼 松岡　宗太郎 河合　夕涼 松岡　宗太郎 河合　夕涼 松岡　宗太郎 河合　夕涼 松岡　宗太郎 河合　夕涼 松岡　宗太郎 河合　夕涼 松岡　宗太郎 河合　夕涼 松岡　宗太郎

39 4286 谷口　慎治 北野　真啓 谷口　慎治 北野　真啓 谷口　慎治 北野　真啓 谷口　慎治 北野　真啓 谷口　慎治 北野　真啓 谷口　慎治 北野　真啓 谷口　慎治 北野　真啓 谷口　慎治 北野　真啓 谷口　慎治 北野　真啓

40 4685 梶村　達志 関　爽人 梶村　達志 関　爽人 梶村　達志 関　爽人 梶村　達志 関　爽人 梶村　達志 関　爽人 梶村　達志 関　爽人 梶村　達志 関　爽人 梶村　達志 関　爽人 梶村　達志 関　爽人

京都大学 41 4489 高山　裕希 吉田　敏博 高山　裕希 吉田　敏博 高山　裕希 吉田　敏博 中川　武洋 八代　竜之介 高山　裕希 吉田　敏博 中川　武洋 八代　竜之介 中川　武洋 八代　竜之介 高山　裕希 吉田　敏博 高山　裕希 吉田　敏博

42 4352 松島　賢典 江澤 健太 松島　賢典 江澤 健太 松島　賢典 江澤 健太 松島　賢典 江澤 健太 松島　賢典 江澤 健太 松島　賢典 江澤 健太 松島　賢典 江澤 健太 松島　賢典 江澤 健太 松島　賢典 江澤 健太

43 4694 中尾　友哉 山形　純平 中尾　友哉 山形　純平 中尾　友哉 山形　純平 中尾　友哉 山形　純平 中尾　友哉 山形　純平 平井徳輝 山形　純平 中尾　友哉 山形　純平 續木　茄可 平井　徳輝 續木　茄可 平井　徳輝

同志社大学 44 4588 續木　茄可 藤原　雄斗 平井徳輝 藤原　雄斗 平井徳輝 藤原　雄斗 續木　茄可 藤原　雄斗 續木　茄可 藤原　雄斗 續木　茄可 藤原　雄斗 續木　茄可 藤原　雄斗 中尾　友哉 山形　純平 中尾　友哉 山形　純平

45 4586 矢野　航志 三浦　匠 矢野　航志 三浦　匠 矢野　航志 三浦　匠 矢野　航志 三浦　匠 矢野　航志 三浦　匠 矢野　航志 三浦　匠 矢野　航志 三浦　匠 矢野　航志 三　浦匠 矢野　航志 三　浦匠

46 4645 稲毛　竣哉 中島　佑樹 稲毛　竣哉 中島　佑樹 稲毛　竣哉 中島　佑樹 稲毛　竣哉 小道　大輔 稲毛　竣哉 小道　大輔 稲毛　竣哉 小道　大輔 稲毛　竣哉 小道　大輔 稲毛　竣哉 中島　佑樹 稲毛　竣哉 中島　佑樹

関西大学 47 4559 堀　久太郎 小道　大輔 堀　久太郎 小道　大輔 堀　久太郎 小道　大輔 堀　久太郎 中島　佑樹 堀　久太郎 中島　佑樹 堀　久太郎 中島　佑樹 堀　久太郎 中島　佑樹 堀　久太郎 小道　大輔 堀　久太郎 小道　大輔

48 4491 井堰　威瑠 野田　空 井堰　威瑠 野田　空 井堰　威瑠 野田　空 井堰　威瑠 野田　空 井堰　威瑠 野田　空 井堰　威瑠 野田　空 井堰　威瑠 野田　空 井堰　威瑠 野田　空 井堰　威瑠 野田　空

49 4680 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 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 上野　航 大野　将寿

関西学院大学 50 4594 藤原　達人 木下　雅崇 藤原　達人 木下　雅崇 藤原　達人 木下　雅崇 藤原　達人 木下　雅崇 藤原　達人 木下　雅崇 藤原　達人 木下　雅崇 藤原　達人 木下　雅崇 藤原　達人 木下　雅崇 藤原　達人 木下　雅崇

51 4529 小泉　志織 光森　慎之介 小泉　志織 光森　慎之介 小泉　志織 光森　慎之介 小泉　志織 光森　慎之介 小泉　志織 光森　慎之介 小泉　志織 光森　慎之介 小泉　志織 光森　慎之介 小泉　志織 本田　有咲 小泉　志織 本田　有咲

52 4644 藤井　純也 龍野　惣一郎 藤井　純也 龍野　惣一郎 藤井　純也 龍野　惣一郎 藤井　純也 龍野　惣一郎 藤井　純也 龍野　惣一郎 藤井　純也 龍野　惣一郎 藤井　純也 龍野　惣一郎 藤井　純也 龍野　惣一郎 藤井　純也 龍野　惣一郎

甲南大学 53 4138 村松　昂祐 岡畑　絢也 村松　昂祐 岡畑　絢也 村松　昂祐 岡畑　絢也 村松　昂祐 石田　萌恵 村松　昂祐 石田　萌恵 村松　昂祐 石田　萌恵 村松　昂祐 石田　萌恵 村松　昂祐 石田　萌恵 村松　昂祐 岡畑　絢也

54 3828 津嶋　範之 増田　宏輝 津嶋　範之 増田　宏輝 津嶋　範之 増田　宏輝 津嶋　範之 中村　美貴 村松　叶子 中村　美貴 村松　叶子 中村　美貴 村松　叶子 中村　美貴 津嶋　範之 中村　美貴 津嶋　範之 増田　宏輝

55 4390 高橋　美歩 則友　開路 高橋　美歩 則友　開路 高橋　美歩 則友　開路 高橋　美歩 則友　開路 高橋　美歩 則友　開路 高橋　美歩 則友　開路 高橋　美歩 則友　開路 高橋　美歩 則友　開路 高橋　美歩 則友　開路

岡山大学 56 4636 岩本　まなみ 堀江　哲 岩本　まなみ 堀江　哲 岩本　まなみ 堀江　哲 岩本　まなみ 堀江　哲 岩本　まなみ 堀江　哲 岩本　まなみ 堀江　哲 岩本　まなみ 堀江　哲 岩本　まなみ 堀江　哲 岩本　まなみ 堀江　哲

57 4201 杉立　真太郎 小池　陸 杉立　真太郎 小池　陸 杉立　真太郎 小池　陸 杉立　真太郎 小池　陸 杉立　真太郎 小池　陸 杉立　真太郎 小池　陸 杉立　真太郎 小池　陸 杉立　真太郎 小池　陸 杉立　真太郎 小池　陸

58 3394 青木 真 大平 育人 青木 真 大平 育人 青木 真 大平 育人 青木 真 大平 育人 青木 真 大平 育人 青木 真 大平 育人 青木 真 大平 育人 青木 真 大平 育人 青木 真 大平 育人

高知大学 59 4065 杉本 実貴子 辻本 万里 杉本 実貴子 辻本 万里 杉本 実貴子 辻本 万里 杉本 実貴子 辻本 万里 杉本 実貴子 辻本 万里 杉本 実貴子 辻本 万里 杉本 実貴子 辻本 万里 杉本 実貴子 辻本 万里 杉本 実貴子 辻本 万里

60 4066 近藤 拓実 公文 晃生 近藤 拓実 公文 晃生 近藤 拓実 公文 晃生 近藤 拓実 公文 晃生 近藤 拓実 公文 晃生 近藤 拓実 公文 晃生 近藤 拓実 公文 晃生 近藤 拓実 公文 晃生 近藤 拓実 公文 晃生

61 4597 宮田　龍之介 堀　幹矢 宮田　龍之介 堀　幹矢 宮田　龍之介 堀　幹矢 宮田　龍之介 堀　幹矢 宮田　龍之介 堀　幹矢 宮田　龍之介 堀　幹矢 宮田　龍之介 堀　幹矢 宮田　龍之介 堀　幹矢 宮田　龍之介 堀　幹矢

九州大学 62 4556 鄭　愛梨 岩井　陸 鄭　愛梨 岩井　陸 鄭　愛梨 岩井　陸 鄭　愛梨 岩井　陸 鄭　愛梨 岩井　陸 鄭　愛梨 岩井　陸 鄭　愛梨 岩井　陸 鄭　愛梨 岩井　陸 鄭　愛梨 岩井　陸

63 4522 衞藤　淳平 長尾　創真 衞藤　淳平 長尾　創真 永野　俊輔 近藤　瞭 永野　俊輔 近藤　瞭 永野　俊輔 近藤　瞭 永野　俊輔 近藤　瞭 永野　俊輔 近藤　瞭 永野　俊輔 近藤　瞭 永野　俊輔 近藤　瞭

64 4453 羽野　太佳夫 山下　里空 羽野　太佳夫 山下　里空 羽野　太佳夫 山下　里空 羽野　太佳夫 川上　裕生 羽野　太佳夫 川上　裕生 羽野　太佳夫 川上　裕生 羽野　太佳夫 川上　裕生 羽野　太佳夫 川上　裕生 羽野　太佳夫 川上　裕生

長崎大学 65 4454 日向　純平 丸山　浩希 日向　純平 丸山　浩希 日向　純平 丸山　浩希 日向　純平 井上　雄太 日向　純平 井上　雄太 日向　純平 井上　雄太 日向　純平 井上　雄太 日向　純平 井上　雄太 日向　純平 井上　雄太

66 4582 加賀　大貴 田丸　悠文 加賀　大貴 田丸　悠文 加賀　大貴 田丸　悠文 加賀　大貴 庄司　紘介 加賀　大貴 庄司　紘介 加賀　大貴 庄司　紘介 加賀　大貴 庄司　紘介 加賀　大貴 野原　ひかり 加賀　大貴 野原　ひかり

67 4634 平野　匠 井上　雅之 平野　匠 井上　雅之 平野　匠 井上　雅之 平野　匠 井上　雅之 平野　匠 井上　雅之 平野　匠 古川　達也 平野　匠 古川　達也 平野　匠 古川　達也 平野　匠 井上　雅之

日本経済大学 68 4480 河崎　聖 高柳　彬 河崎　聖 高柳　彬 河崎　聖 高柳　彬 河崎　聖 高柳　彬 河崎　聖 高柳　彬 河崎　聖 高柳　彬 河崎　聖 高柳　彬 河崎　聖 高柳　彬 河崎　聖 高柳　彬

69 4558 矢田　奈津美 野田　友哉 矢田　奈津美 野田　友哉 矢田　奈津美 野田　友哉 矢田　奈津美 野田　友哉 矢田　奈津美 野田　友哉 樋高　陽之助 井上　雅之 矢田　奈津美 野田　友哉 矢田　奈津美 野田　友哉 矢田　奈津美 野田　友哉

70 4542 柴田　桂佑 木原　寛太 柴田　桂佑 木原　寛太 柴田　桂佑 木原　寛太 柴田　桂佑 木原　寛太 柴田　桂佑 木原　寛太 柴田　桂佑 木原　寛太 柴田　桂佑 木原　寛太 柴田　桂佑 上田　健登 柴田　桂佑 上田　健登

福岡大学 71 4543 津田　大地 上田　健登 津田　大地 上田　健登 津田　大地 上田　健登 津田　大地 上田　健登 津田　大地 上田　健登 津田　大地 上田　健登 津田　大地 上田　健登 津田　大地 市原　東 津田　大地 市原　東

72 4683 小村　凜平 市原　東 小村　凜平 市原　東 小村　凜平 市原　東 小村　凜平 市原　東 小村　凜平 市原　東 小村　凜平 市原　東 小村　凜平 市原　東 小村　凜平 木原　寛太 小村　凜平 木原　寛太

9R 10R 11R6R 7R 8R

大会名
クラス

第83回全日本学生ヨット選手権大会
４７０級

大学名
識別
番号

ｾｰﾙ
No.

2R 3R 4R

豊田自動織機海陽ヨットハーバー
11月4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30年10月30日

1R 5R


