
2020年度全日本学生ヨット個人選手権大会

2020年全日本学生シングルハンドレガッタ

470級 スナイプ級 シングルハンド

水域 大学名 スキッパー クルー クルー 大学名 スキッパー クルー クルー 大学名

北海道大学 尾花賢 中野眞吾 北海道大学 濱西拓海 岡本康輝 氏名

北海道大学 高木一希 渡邊裕大 小樽商科大学 菅原健介 逢坂哲平 上林一斗 法政大学

小樽商科大学 村上恭平 小島武 小樽商科大学 駒谷愛結 原みさと 三浦庸介 佐藤宏樹

東北大学 江田行志 稲川竜也 東北大学 上野季輝 千葉百華 岡本理花 東京大学

東北大学 高橋華子 平田佳佑 大久保稜太 東北大学 田中芳尚 木富彩 西尾拓大

東北学院大学 田中愛梨 箱石一真 中井理紗 東北大学 長曽我部克己 高橋俊圭 中央大学

日本大学 新谷惟斗 山田開斗 中央大学 高山颯太 佐々木謙 熊倉　優

日本大学 小柳倫太郎 中村大陽 中央大学 荒木陽菜 井上洋輔 神奈川大学

日本大学 本多佑基 狩野弁慶 日本大学 佐藤海志 岡村保乃加 中濱光祐

日本大学 中山由菜 池田隼太 日本大学 杉浦涼斗 廣原周 東海大学

慶應大学 高宮豪太 中島渉吾 日本大学 三輪武瑠 吉永温 大村杏奈

慶應大学 小木曽涼 兼子烈 法政大学 工藤光太朗 春田康秀 名城大学

慶應大学 菅澤龍佑 小森瑛祐 法政大学 新田そら 速水創太郎 丸山貴士

中央大学 小西健治 岩田慧吾 慶應大学 横川響平 秋田理央 愛知工業大学

中央大学 岡田大治 吉田鈴菜 東京大学 吉武宗浩 長岡誠 加藤倭大

中央大学 木村颯太 青木武斗 東京大学 戸沢真矢 野村大善 愛知工科大学

早稲田大学 小泉凱皇 金子俊輔 立教大学 沖本航太朗 太田匠 濱田芳樹

早稲田大学 西村宗至郎 新井健伸 立教大学 松永寛太郎 小河寛和 九州大学

早稲田大学 倉橋直暉 松本健汰 早稲田大学 松尾虎太郎 鶴岡由梨奈 伊藤　仁

早稲田大学 佐香将太 上園田明真海 早稲田大学 尾道佳諭 白石誉輝 鹿児島大学

法政大学 伊藤七瑠 盛田冬華 早稲田大学 谷川隆治 海老塚啓太 浦　哲郎

横浜国立大学 国見有 平岡巧光 明海大学 加藤凡尋 秋岡なおみ

明治大学 武井翔太郎 坂本優斗 明海大学 大平京ノ助 與那嶺佑樹

明治大学 斎藤大雅 鈴木健太 東京工業大学 岡田瑛 鈴木拓巳

愛知工業大学 柴本陸 矢ヶ崎新 名古屋大学 酒井惟司 小野広喜 平野桂人

名古屋大学 相羽航平 吉野花梨 三浦裕玖 三重大学 田中健太郎 藤原啓至 木子絢葉

名古屋工業大学 土田智也 谷川汐音 三重大学 伊東茶宥 安南帆起 渡辺万緑

名古屋工業大学 児玉洋輝 橋本慧海 三重大学 大橋智明 岩田沙希 金田魁星

名城大学 原田憲昌 伊藤大道 名城大学 前川武弘 山下尚輝

同志社大学 大石駿水 三浦匠 同志社大学 黒田智 白田敦也

京都大学 高山裕希 鈴木晟太 同志社大学 澤田皓希 篠原璃音

同志社大学 平井徳輝 板東満月 立命館大学 吉安慶佑 上木進太郎 宮前敦

同志社大学 續木茄可 富士元進歩 京都大学 福矢一貴 金岩佑門 原田達郎

金沢大学 谷口慎治 平手颯馬 同志社大学 内貴航路朗 今村晃大

立命館大学 河村諒 小野倖士朗 立命館大学 舛添瑶介 奥野喜彬

関西学院大学 藤原達人 室谷勇希 関西学院大学 石川航 江本遼斗

甲南大学 岸田流星 白坂京輔 神戸大学 増尾尚太 山田純樹

和歌山大学 村瀬慎太郎 犬伏亮太 大阪大学 原口天志 多々良昌樹

関西学院大学 藤尾万唯華 中岡侑萌子 関西学院大学 安部浩希 森本優太

関西大学 福田新之介 笹木竜斗 関西学院大学 石田穂乃香 仲倉柚衣

関西学院大学 高菅峻 伊東里菜 熊本悠人 神戸大学 庄野大志 下村旺久

岡山大学 金中 工歩 田中祐太郎 岡山大学 柴田千里 宮本泰成

岡山大学 芝海人 西 隆宏 岡山大学 田井祐樹 平塚貴大

岡山大学 尾上元哉 草本涼 広島大学 安食柾志 大槙望未 山本莉久

広島大学 髙田愛梨 冨山遼 広島大学 平瀬健登 張韡

徳島大学 古谷一樹 小山田達平 香川大学 流千里 仙田悠人

愛媛大学 鶴見昂樹 山本峻志 高知大学 長峰海斗 越智凛太朗

徳島大学 名倉佑輝 坂本達也 徳島大学 斎藤佑樹 大井基暉 樫谷侑太郎

福岡大学 徳丸凪 市原東 松尾和樹 福岡大学 上田健登 佐藤詩音

鹿屋体育大学 宮本健吾 今津雄登 九州大学 入江透 酒井信之介

日本経済大学 河崎聖 永田魁 九州大学 足立拓馬 伊藤仁

九州大学 高橋英悟 上野大一 鹿屋体育大学 岩下メナード 山口篤郎

九州大学 芝洋斗 矢吹創 九州大学 位田雅治 佐田寛朗

福岡大学 山口奈津実 田村優衣 木原寛太 九州大学 奥田祐大 成瀬諒花 下川隆治

出場選手一覧 ※2020年10月21日時点の予定です。

　変更の可能性があります。
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