
2020年度 全日本学生ヨット個人選手権大会　４７０クラス

水域 大学名 識別番号 セール番号 スキッパー クルー クルー

北海道

小樽商科大学 1 4752 村上恭平 小島武

北海道大学 2 4557 高木一希 渡邊裕大

北海道大学 3 4638 尾花賢 中野眞吾

東北

東北学院大学 4 4447 田中愛梨 箱石一真 中井理紗

東北大学 5 4534 高橋華子 大久保稜太

東北大学 6 4536 江田　行志 稲川竜也 平田佳佑

関東

横浜国立大学 7 4630 国見有 平岡巧光 高橋幸季

慶應義塾大学 8 4633 菅澤龍佑 小森瑛祐

慶應義塾大学 9 4693 高宮 豪太 出本稜太

慶應義塾大学 10 4713 小木曽涼 兼子烈

早稲田大学 11 4562 佐香将太 上園田明真海

早稲田大学 12 4647 倉橋直暉 松本健汰

早稲田大学 13 4695 西村宗至朗 新井健伸

早稲田大学 14 4756 小泉凱皇 金子俊輔

中央大学 15 4571 木村颯太 青木武斗

中央大学 16 4731 岡田　大治 廣瀬翔大 吉田鈴奈

中央大学 17 4732 小西健治 岩田慧吾

日本大学 18 4714 小栁倫太郎 中村大陽

日本大学 19 4733 本多佑基 狩野弁慶

日本大学 20 4734 中山由菜 池田隼太

日本大学 21 4749 新谷惟斗 山田　開斗

法政大学 22 4716 伊藤 七瑠 盛田 冬華

明治大学 23 4672 齋藤大雅 久保田佳祐 鈴木健太

明治大学 24 4498 武井翔太朗 小柴涼摩 坂本優斗

中部

愛知工業大学 25 4638 柴本陸 矢ヶ崎新 仲村駿希

名古屋工業大学 26 4704 土田智也 谷川汐音 岩瀬晃司

名古屋工業大学 27 4575 児玉洋輝 橋本慧海 岩田聖矢

名古屋大学 28 3622 相羽航平 吉野花梨 三浦裕玖

名城大学 29 4635 原田憲昌 伊藤大道 辻村周大

近畿 北陸

京都大学 30 3596 高山裕希 鈴木　晟太

金沢大学 31 4472 谷口慎治 平手颯馬

同志社大学 32 4588 續木　茄可 富士元進歩 東 大雅

同志社大学 33 4694 平井 德輝 板東満月

同志社大学 34 4761 大石　駿水 三浦匠

立命館大学 35 4760 河村諒 小野倖士朗

関西

関西学院大学 36 4594 高菅峻 伊東里菜 熊本悠人

関西学院大学 37 4680 藤尾万唯華 中岡侑萌子

関西学院大学 38 4735 藤原達人 福井健太 室谷勇希

関西大学 39 4702 福田新之介 笹木竜斗 谷口　健介

甲南大学 40 4644 岸田流星 白坂京輔

和歌山大学 41 4527 村瀬慎太郎 犬伏亮太

中国

岡山大学 42 4390 尾上元哉 草本涼

岡山大学 43 4636 芝海人 西隆宏

岡山大学 44 4740 金中工歩 田中佑太郎

広島大学 45 4481 高田愛梨 冨山遼

四国

徳島大学 46 4567 由村慶介 寺井正実

徳島大学 47 4392 名倉佑輝 坂本達也

徳島大学 48 4568 古谷一樹 小山田達平

九州

九州大学 49 4556 髙橋　英悟 上野　大一

九州大学 50 4717 芝　洋斗 矢吹　創

鹿屋体育大学 51 4467 宮本健吾 今津雄登

日本経済大学 52 4480 河崎　聖 永田魁 宮﨑朝光

福岡大学 53 4683 徳丸凪 市原 東 松尾和樹

福岡大学 54 4712 山口　奈津実 田村優衣 木原寛太


