
エントリーリスト スナイプ級
 2021年度全日本学生ヨット個人選手権大会

2021年全日本学生シングルハンドレガッタ

水域 大学名 クラス 識別番号 艇体番号 セール番号 スキッパー クルー クルー
予備艇

識別番号
予備艇

小樽商科大学 スナイプ 1 31516 31516 桑原 遼太 三浦 庸介
スナイプ 2 31519 30636 一木 佑太 田邉 琉哉
スナイプ 3 31416 30020 須藤 志保 田窪 祐也
スナイプ 4 31378 31378 ⾧曽我部 克己 岡本 理花
スナイプ 5 31228 31228 田中 芳尚 水野 雄大

新潟大学 スナイプ 6 29707 29707 高橋 実来 大鋸 健太
スナイプ 7 31675 31675 横川 響平 秋田 理央
スナイプ 8 31518 31518 磯村 麟之介 佐藤 紘大 佐藤一真
スナイプ 9 31092 31092 石川海渡 宮内勇一
スナイプ 10 31652 31652 廣瀬 翔大 熊倉 優 阿部 智也
スナイプ 11 31319 31319 佐々木 謙 井上洋輔 山下浩輝
スナイプ 12 31561 31561 杉浦 涼斗 宮崎 皇 鈴木 槙
スナイプ 13 31390 31390 廣原周 岡村保乃加 宮野 鴻

法政大学 スナイプ 14 31732 31732 一木 健吾 春田 康秀
スナイプ 15 31385 31385 加藤 凡尋 秋岡 なおみ 猪狩 祐樹 55 31115
スナイプ 16 31165 31165 大平 京ノ介 髙橋 陽人 ⾧井 葵

明治大学 スナイプ 17 31366 31366 冨永 祐大 溝口 真由 佐藤 新
スナイプ 18 31657 31657 塚本 悠太 阿左美 さくら 丹菊 悠太
スナイプ 19 31376 31376 小野 佑太 原田 なつ 柴山 直人

立教大学 スナイプ 20 31658 31658 谷 望 小河 寛和 大熊 友梨香
スナイプ 21 31584 31584 蜂須賀 晋之介 河崎 元紀
スナイプ 22 31380 31380 尾道 佳諭 根本 優樹 白石 誉輝
スナイプ 23 31306 31306 大久保 優輝 川合 大貴 鶴岡 由梨奈
スナイプ 24 31737 31737 服部 陸太 芝崎 鉄平
スナイプ 25 31690 31690 水野 利紀 中山 朋紀 前川 太志 56 31435
スナイプ 26 31689 31689 吉見 海翔 大野 智也 加藤 雅基 57 31246
スナイプ 27 30358 30358 酒井 瑞生 髙橋 勇哉 内藤 李久 58 30188
スナイプ 28 30332 30332 岩佐 脩佑 金田 魁星 岩田 沙希
スナイプ 29 27280 29077 池山 耕太 木子 絢葉 平賀 詩之助
スナイプ 30 31471 30383 南野 仁 黒田 丈 59 30083
スナイプ 31 31257 30665 村山 航大 岡本 旺成
スナイプ 32 31565 31181 ⾧谷川 真大 白田 敦也 60 30010
スナイプ 33 31373 30080 内貴 航路朗 篠原 璃音 今村 晃大
スナイプ 34 31363 30010 澤田 皓希 佐々木 一馬 牧野 陸

立命館大学 スナイプ 35 31556 31734 飯塚 勇太 奥野 喜彬 中井 竜聖 61 31392
関西大学 スナイプ 36 31716 31085 福田 新之介 竹中 麻結 奥村 悠大

スナイプ 37 31741 31741 石川航 曽我部謙
スナイプ 38 31387 31387 石田穂乃香 林大和
スナイプ 39 31351 31351 高菅峻 森本優太
スナイプ 40 31079 31079 尾関芳樹 熊本悠人

近畿大学 スナイプ 41 31069 31069 髙井 惟吹 片原 竜樹 高山 真治
岡山大学 スナイプ 42 31503 30310 上村 知加 宮本 泰成 國弘 航汰

スナイプ 43 31623 30804 上田 健司 山本 莉久
スナイプ 44 31305 31305 小坂 駿斗 大槙 望未

山口大学 スナイプ 45 29098 29098 川田 浩輝 栗山 聖史 森 智樹
スナイプ 46 31619 31619 仙田 悠人 松下 慧悟 川内岳典
スナイプ 47 31056 28413 高杉 しおり 的場 大晟 土井 隆ノ介

徳島大学 スナイプ 48 30992 30992 斎藤 佑樹 大井 基暉 三木 勇人
鹿屋体育大学 スナイプ 49 30642 30642 木田 拳太郎 寺尾 碧

スナイプ 50 31557 31557 足立 拓馬 下川 隆治 62 31054
スナイプ 51 31335 31335 藏藤 彰宏 伊藤 仁
スナイプ 52 31272 31272 奥田 祐大 成瀬 諒花
スナイプ 53 31401 31401 鈴木 杏依子 河津 優理
スナイプ 54 31022 31022 上田 健登 佐藤 詩音

1北海道

2東北

3関東

広島大学
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香川大学

4中部

5近畿北陸

6関西

7中国

8四国

九州大学

福岡大学

9九州

北海道大学

東北大学

慶應義塾大学

中央大学

日本大学

明海大学

横浜国立大学

早稲田大学

名古屋工業大学

三重大学

京都大学

同志社大学

関西学院大学
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