
各レース乗員名簿 　　

国際４７０級

識別番号 艇番号 ｾｰﾙ番号 ﾍﾙﾑｽﾏﾝ氏名 ｸﾙｰ氏名 ﾍﾙﾑｽﾏﾝ氏名 ｸﾙｰ氏名 ﾍﾙﾑｽﾏﾝ氏名 ｸﾙｰ氏名 ﾍﾙﾑｽﾏﾝ氏名 ｸﾙｰ氏名 ﾍﾙﾑｽﾏﾝ氏名 ｸﾙｰ氏名 ﾍﾙﾑｽﾏﾝ氏名 ｸﾙｰ氏名 ﾍﾙﾑｽﾏﾝ氏名 ｸﾙｰ氏名

大阪大学A 1 4663 4708 大西幾月 太田雄介 大西幾月 太田雄介 大西幾月 太田雄介 大西幾月 太田雄介 大西幾月 太田雄介 大西幾月 太田雄介 大西幾月 太田雄介

大阪大学A 2 4479 4479 谷山耕太郎 松田彬宏 谷山耕太郎 松田彬宏 谷山耕太郎 松田彬宏 谷山耕太郎 松田彬宏 谷山耕太郎 松田彬宏 谷山耕太郎 松田彬宏 谷山耕太郎 松田彬宏

大阪大学A 3 4206 4068 宮本暖 鈴木航太 宮本暖 鈴木航太 宮本暖 鈴木航太 宮本暖 鈴木航太 宮本暖 鈴木航太 宮本暖 鈴木航太 宮本暖 鈴木航太

大阪大学A 34 4229 4229 今西ひなの 藤原一平 今西ひなの 藤原一平 今西ひなの 藤原一平 今西ひなの 藤原一平 今西ひなの 藤原一平 今西ひなの 藤原一平 今西ひなの 藤原一平

大阪大学A 35 4068 3804 小島もも 松尾遼平 小島もも 松尾遼平 小島もも 松尾遼平 小島もも 松尾遼平 小島もも 松尾遼平 小島もも 松尾遼平 小島もも 松尾遼平

大阪大学B 7 4664 4162 氏田知之 助川浩平 氏田知之 助川浩平 氏田知之 助川浩平 氏田知之 助川浩平 氏田知之 助川浩平 氏田知之 助川浩平 氏田知之 助川浩平

大阪大学B 8 4162 4479-1 細木和輝 成願元喜 細木和輝 成願元喜 細木和輝 成願元喜 細木和輝 成願元喜 細木和輝 成願元喜 細木和輝 成願元喜 細木和輝 成願元喜

大阪市立大学 4 4387 4387 松本真奈 藤原新平 松本真奈 藤原新平 松本真奈 藤原新平 松本真奈 藤原新平 松本真奈 藤原新平 松本真奈 藤原新平 松本真奈 藤原新平

大阪市立大学 5 4344 3458 酒見徳宏 渡邊陸 酒見徳宏 渡邊陸 酒見徳宏 渡邊陸 酒見徳宏 渡邊陸 酒見徳宏 渡邊陸

大阪市立大学 6 3458 4344 中井優太 津田誠大 中井優太 津田誠大 中井優太 津田誠大 中井優太 津田誠大 中井優太 津田誠大 中井優太 津田誠大 中井優太 津田誠大

大阪市立大学 9 3746 4081 高橋諒 辻脇悠帆 高橋諒 辻脇悠帆 高橋諒 辻脇悠帆 高橋諒 辻脇悠帆 高橋諒 辻脇悠帆 酒見徳宏 辻脇悠帆 酒見徳宏 辻脇悠帆

大阪経済大学 10 4210 4210 仲勝史 近藤隼人 仲勝史 近藤隼人 仲勝史 近藤隼人 仲勝史 近藤隼人 仲勝史 近藤隼人 近藤隼人 川脇拓也 近藤隼人 川脇拓也

大阪府立大学 13 4599 4599 高田陽 坂上友祐 高田陽 坂上友祐 高田陽 坂上友祐 高田陽 坂上友祐 高田陽 坂上友祐 高田陽 坂上友祐 高田陽 坂上友祐

大阪府立大学 14 4448 4448 五井達也 高橋知司 五井達也 高橋知司 五井達也 高橋知司 五井達也 高橋知司 五井達也 高橋知司 川原太郎 高橋知司 川原太郎 高橋知司

大阪府立大学 15 3730 3978 井上峻介 古橋潤樹 井上峻介 古橋潤樹 井上峻介 古橋潤樹 井上峻介 古橋潤樹 井上峻介 古橋潤樹 井上峻介 古橋潤樹 井上峻介 古橋潤樹

大阪府立大学 11 3826 3832 伊藤菜名 二見直樹 伊藤菜名 二見直樹 伊藤菜名 二見直樹 伊藤菜名 二見直樹 伊藤菜名 二見直樹 伊藤菜名 二見直樹 伊藤菜名 二見直樹

大阪府立大学 12 3978 4448-1 奥村友樹 筑紫敬弘 奥村友樹 筑紫敬弘 奥村友樹 筑紫敬弘 奥村友樹 筑紫敬弘 奥村友樹 筑紫敬弘 奥村友樹 筑紫敬弘 奥村友樹 筑紫敬弘

追手門学院大学 16 3905 3905 清水貴史 引山透也 清水貴史 引山透也 清水貴史 引山透也 清水貴史 引山透也 清水貴史 引山透也 引山透也 清水貴史 引山透也 清水貴史

関西大学 19 4491 4559 中島佑樹 谷口健介 中島佑樹 谷口健介 中島佑樹 谷口健介 中島佑樹 谷口健介 中島佑樹 谷口健介 中島佑樹 谷口健介 中島佑樹 谷口健介

関西大学 20 4426 4491 井堰威瑠 蔵田翔也 井堰威瑠 蔵田翔也 井堰威瑠 蔵田翔也 井堰威瑠 蔵田翔也 井堰威瑠 蔵田翔也 井堰威瑠 蔵田翔也 井堰威瑠 蔵田翔也

関西大学 21 4362 4426 福田新之介 増田諒子 福田新之介 増田諒子 福田新之介 増田諒子 福田新之介 増田諒子 福田新之介 増田諒子 福田新之介 増田諒子 福田新之介 増田諒子

関西学院大学A 22 4529 4529 上野航 室谷勇希 上野航 室谷勇希 上野航 室谷勇希 上野航 室谷勇希 上野航 室谷勇希 上野航 室谷勇希 上野航 室谷勇希

関西学院大学A 23 4500 4500 石川航 見出大周 石川航 仲倉柚衣 石川航 見出大周 石川航 見出大周 石川航 仲倉柚衣 石川航 見出大周 石川航 仲倉柚衣

関西学院大学A 24 4437 4437 池淵砂紀 伊東里奈 池淵砂紀 伊東里奈 池淵砂紀 伊東里奈 池淵砂紀 伊東里奈 池淵砂紀 伊東里奈 池淵砂紀 伊東里奈 池淵砂紀 伊東里奈

関西学院大学A 36 4408 4408 森重新那 木下雅崇 森重新那 木下雅崇 森重新那 木下雅崇 森重新那 木下雅崇 森重新那 木下雅崇 森重新那 木下雅崇 森重新那 木下雅崇

関西学院大学A 37 4331 4331 藤尾万唯華 大野将寿 藤尾万唯華 大野将寿 藤尾万唯華 大野将寿 藤尾万唯華 大野将寿 藤尾万唯華 大野将寿 藤尾万唯華 大野将寿 藤尾万唯華 大野将寿

関西学院大学Ｃ 38 4302 4364 有岡　翼 中岡　侑萌子 有岡　翼 中岡　侑萌子 有岡　翼 尾関芳樹 有岡　翼 尾関芳樹 有岡　翼 中岡　侑萌子 有岡　翼 中岡　侑萌子 有岡　翼 尾関若樹

近畿大学 25 4345 4345 嶋野 成優 上田 賢都 嶋野 成優 上田 賢都 嶋野 成優 上田 賢都 嶋野 成優 上田 賢都 嶋野 成優 上田 賢都 嶋野 成優 上田 賢都 嶋野 成優 上田 賢都

近畿大学 26 4347 4347 田村 昂士 松尾 敏志 田村 昂士 松尾 敏志 田村 昂士 松尾 敏志 田村 昂士 松尾 敏志 田村 昂士 松尾 敏志 田村 昂士 松尾 敏志 田村 昂士 松尾 敏志

近畿大学 27 4213 4495 村上 真愛 山崎 奨太 村上 真愛 山崎 奨太 村上 真愛 山崎 奨太 谷口斉謙 山崎奨太 村上 真愛 谷口斉謙 村上 真愛 谷口 斉謙 村上 真愛 谷口 斉謙

近畿大学 48 4217 3906 岡竹 諒也 玉置 咲帆 岡竹 諒也 玉置 咲帆 岡竹 諒也 山崎 奨太 岡竹 諒也 玉置 咲帆 岡竹 諒也 玉置 咲帆 松村 健剛 山崎 奨太 松村　健剛 山崎 奨太

甲南大学A 28 4644 4644 菅原　睦 増田　宏輝 菅原　睦 白坂　京輔 菅原　睦 増田　宏輝 菅原　睦 増田　宏輝 菅原　睦 増田　宏輝 菅原　睦 白坂　京輔 菅原　睦 増田　宏輝

甲南大学A 29 4497 4497 村松　叶子 岩階　渚 村松　叶子 岩階　渚 村松　叶子 白坂　京輔 村松　叶子 岩階　渚 村松　叶子 岩階　渚 村松　叶子 岩階　渚 村松　叶子 白坂　京輔

甲南大学A 30 4409 4428 岸田　流星 龍野　惣一郎 岸田　流星 龍野　惣一郎 岸田　流星 龍野　惣一郎 岸田　流星 白坂　京輔 岸田　流星 龍野　惣一郎 岸田　流星 龍野　惣一郎 岸田　流星 龍野　惣一郎

甲南大学B 17 4240 4149 菊田　海斗 井上　剛 菊田　海斗 井上　剛 菊田　海斗 森　貴映 菊田　海斗 森　貴映 菊田　海斗 井上　剛 菊田　海斗 井上　剛 菊田　海斗 森　貴映

甲南大学B 18 4138 4138 杉浦　悠 秋元　万結 杉浦　悠 秋元　万結 杉浦　悠 原田　佳子 杉浦　悠 秋元　万結 杉浦　悠 秋元　万結 杉浦　悠 原田　佳子 杉浦　悠 秋元　万結

神戸大学Ａ 31 4623 4623 野口海渡 山本咲 野口海渡 山本咲 野口海渡 山本咲 野口海渡 山本咲 野口海渡 山本咲 野口海渡 山本咲 野口海渡 山本咲

神戸大学Ａ 32 4555 4555 中井冴香 尾上寿広 中井冴香 尾上寿広 中井冴香 尾上寿広 中井冴香 尾上寿広 中井冴香 尾上寿広 中井冴香 尾上寿広 中井冴香 尾上寿広

神戸大学Ａ 33 4412 4412 石田悠人 扇澤祥太 石田悠人 扇澤祥太 石田悠人 扇澤祥太 石田悠人 扇澤祥太 石田悠人 扇澤祥太 石田悠人 扇澤祥太 石田悠人 扇澤祥太

神戸大学Ｂ 50 4283 4283 西村友我 山下理央 西村友我 山下理央 西村友我 山下理央 西村友我 山下理央 西村友我 山下理央 西村友我 山下理央 西村友我 山下理央

神戸大学Ｂ 51 4062 4062 真木孝輔 山下直輝 真木孝輔 山下直輝 真木孝輔 山下直輝 真木孝輔 山下直輝 真木孝輔 山下直輝 真木孝輔 山下直輝 真木孝輔 山下直輝

神戸大学Ｂ 52 3965 3965 高橋はるか 宮崎慎丈 高橋はるか 宮崎慎丈 高橋はるか 宮崎慎丈 高橋はるか 宮崎慎丈 高橋はるか 宮崎慎丈 高橋はるか 宮崎慎丈 高橋はるか 宮崎慎丈

和歌山大学　 40 4527 4527 村瀬慎太郎 小田大貴 村瀬慎太郎 小田大貴 村瀬慎太郎 小田大貴 村瀬慎太郎 小田大貴 村瀬慎太郎 三好宥傳 村瀬慎太郎 小田大貴 村瀬慎太郎 三好宥傳

和歌山大学　 41 4434 4434 森井愛 大隅祥伍 森井愛 大隅祥伍 森井愛 大隅祥伍 森井愛 大隅祥伍 森井愛 大隅祥伍 森井愛 大隅祥伍 森井愛 大隅祥伍

和歌山大学　 42 4299 4299 石橋龍一 石井大貴 石橋龍一 石井大貴 石橋龍一 石井大貴 石橋龍一 石井大貴 石橋龍一 石井大貴 石橋龍一 石井大貴 石橋龍一 石井大貴

和歌山大学　 53 4158 4133 山田志保美 中村豪 山田志保美 中村豪 山田志保美 福沢洋輝 山田志保美 福沢洋輝 山田志保美 中村豪 山田志保美 中村豪 山田志保美 福沢洋輝

神戸大学医学部 43 4483 4184 藤本健太郎 山本勇雅 藤本健太郎 山本勇雅 藤本健太郎 山本勇雅 藤本健太郎 山本勇雅 藤本健太郎 山本勇雅 藤本健太郎 山本勇雅 藤本健太郎 山本勇雅

神戸大学医学部 44 3990 3990 長野泰明 平川響子 長野泰明 平川響子 長野泰明 平川響子 長野泰明 平川響子 長野泰明 平川響子 長野泰明 平川響子 長野泰明 平川響子

神戸大学医学部 45 4184 4180 佃美奈 三木花菜子 佃美奈 三木花菜子 佃美奈 三木花菜子 佃美奈 三木花菜子 佃美奈 三木花菜子 佃美奈 三木花菜子 佃美奈 三木花菜子

兵庫医科大学 46 4605 4605 平野裕樹 藤井紫乃 平野裕樹 藤井紫乃 平野裕樹 藤井紫乃 平野裕樹 藤井紫乃 平野裕樹 藤井紫乃 平野裕樹 藤井紫乃 平野裕樹 藤井紫乃

岡山大学 61 4636 4636 藤井和也 小野祐介 藤井和也 小野祐介 藤井和也 小野祐介 藤井和也 小野祐介 藤井和也 小野祐介 藤井和也 小野祐介 藤井和也 小野祐介

岡山大学 62 4390 4390 芝海人 小池陸 芝海人 小池陸 芝海人 小池陸 芝海人 小池陸 芝海人 小池陸 芝海人 小池陸 芝海人 小池陸

岡山大学 63 4201 4201 尾上元哉 田中佑太朗 尾上元哉 田中佑太朗 尾上元哉 田中佑太朗 尾上元哉 田中佑太朗 尾上元哉 田中佑太朗 尾上元哉 田中佑太朗 尾上元哉 田中佑太朗

岡山大学 64 4202 4202 金中工歩 西隆宏 金中工歩 西隆宏 金中工歩 西隆宏 金中工歩 西隆宏 金中工歩 西隆宏 金中工歩 西隆宏 金中工歩 西隆宏

岡山大学 65 4092 420 草本涼 北岡隆二 草本涼 北岡隆二 草本涼 北岡隆二 草本涼 北岡隆二 草本涼 北岡隆二 草本涼 北岡隆二 草本涼 北岡隆二

広島大学 66 4675 4675 光安歩真 住野有理 光安歩真 住野有理 光安歩真 住野有理 光安歩真 住野有理 光安歩真 住野有理 光安歩真 住野有理 光安歩真 住野有理

広島大学 67 4523 4523 山田崇資 冨山　遼 山田崇資 冨山　遼 山田崇資 冨山　遼 山田崇資 冨山　遼 山田崇資 冨山　遼 山田崇資 三宅正人 山田崇資 三宅正人

広島大学 68 4481 4481 藤原涼雅 藤原成道 藤原涼雅 藤原成道 藤原涼雅 藤原成道 藤原涼雅 藤原成道 藤原涼雅 藤原成道 藤原涼雅 藤原成道 藤原涼雅 藤原成道

広島大学 69 4244 4244 村尾朋晃 坂上銀河 村尾朋晃 坂上銀河 村尾朋晃 坂上銀河 村尾朋晃 坂上銀河 村尾朋晃 坂上銀河 村尾朋晃 高橋唯 村尾朋晃 高橋唯
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識別番号 艇番号 ｾｰﾙ番号 ﾍﾙﾑｽﾏﾝ氏名 ｸﾙｰ氏名 ﾍﾙﾑｽﾏﾝ氏名 ｸﾙｰ氏名 ﾍﾙﾑｽﾏﾝ氏名 ｸﾙｰ氏名 ﾍﾙﾑｽﾏﾝ氏名 ｸﾙｰ氏名 ﾍﾙﾑｽﾏﾝ氏名 ｸﾙｰ氏名 ﾍﾙﾑｽﾏﾝ氏名 ｸﾙｰ氏名 ﾍﾙﾑｽﾏﾝ氏名 ｸﾙｰ氏名

大阪大学A 1 31520 31185 飯島悠太 小西龍 飯島悠太 小西龍 飯島悠太 小西龍 飯島悠太 小西龍 飯島悠太 小西龍 飯島悠太 小西龍 飯島悠太 小西龍

大阪大学A 2 31419 31090 瀬川教文 阿部恭子 瀬川教文 阿部恭子 瀬川教文 阿部恭子 瀬川教文 阿部恭子 瀬川教文 阿部恭子 瀬川教文 阿部恭子 瀬川教文 阿部恭子

大阪大学A 3 31090 31057 佐藤稜真 木田皓一朗 佐藤稜真 木田皓一朗 佐藤稜真 木田皓一朗 佐藤稜真 木田皓一朗 佐藤稜真 木田皓一朗 佐藤稜真 木田皓一朗 佐藤稜真 木田皓一朗

大阪大学B 7 31057 29660 原口天志 新本航大 原口天志 新本航大 原口天志 新本航大 原口天志 新本航大 原口天志 新本航大 原口天志 新本航大 原口天志 新本航大

大阪大学B 8 29660 30148 堤雄大 田中颯人 堤雄大 田中颯人 堤雄大 田中颯人 堤雄大 田中颯人 堤雄大 田中颯人 堤雄大 田中颯人 堤雄大 田中颯人

大阪市立大学 4 30866 30866 閑上太貴 西口葵 閑上太貴 西口葵 閑上太貴 西口葵 閑上太貴 西口葵 閑上太貴 西口葵 閑上太貴 西口葵 閑上太貴 西口葵

大阪市立大学 5 30653 30653 和田崇史 高垣啓輔 和田崇史 高垣啓輔 和田崇史 高垣啓輔 和田崇史 高垣啓輔 和田崇史 高垣啓輔 和田崇史 高垣啓輔 和田崇史 高垣啓輔

大阪市立大学 6 29902 26854 住田詩帆 織田一輝 住田詩帆 織田一輝 住田詩帆 織田一輝 住田詩帆 織田一輝 住田詩帆 織田一輝 織田一輝 住田詩帆 住田詩帆 織田一輝

大阪市立大学 9 28246 28246 藤澤祐花 島岡優人 藤澤祐花 島岡優人 藤澤祐花 島岡優人 藤澤祐花 島岡優人 藤澤祐花 島岡優人 藤澤祐花 島岡優人 藤澤祐花 島岡優人

大阪府立大学 13 29003 29003 中川大地 植田麻寛 中川大地 植田麻寛 中川大地 植田麻寛 中川大地 植田麻寛 中川大地 植田麻寛 中川大地 植田麻寛 中川大地 植田麻寛

大阪府立大学 14 29130 29130 平遼介 西野和希 平遼介 西野和希 平遼介 西野和希 平遼介 西野和希 平遼介 西野和希 平遼介 西野和希 平遼介 西野和希

大阪府立大学 15 28294 28294 塚本拓真 木谷悠二 塚本拓真 木谷悠二 塚本拓真 木谷悠二 塚本拓真 木谷悠二 塚本拓真 木谷悠二 塚本拓真 木谷悠二 塚本拓真 木谷悠二

大阪府立大学 11 28179 29457 東啓介 細川滉貴 東啓介 細川滉貴 東啓介 細川滉貴 東啓介 細川滉貴 東啓介 細川滉貴 東啓介 細川滉貴 東啓介 細川滉貴

大阪府立大学 12 28974 28179 樋口和貴 芦田理恵 樋口和貴 芦田理恵 樋口和貴 芦田理恵 樋口和貴 芦田理恵 樋口和貴 芦田理恵 樋口和貴 芦田理恵 樋口和貴 芦田理恵

関西大学 19 28328 31085 小道大輔 田原新之輔 小道大輔 田原新之輔 小道大輔 田原新之輔 小道大輔 田原新之輔 小道大輔 田原新之輔 小道大輔 田原新之輔 小道大輔 田原新之輔

関西大学 20 31076 31106 野田空 児玉沙耶佳 野田空 児玉沙耶佳 野田空 児玉沙耶佳 野田空 児玉沙耶佳 野田空 児玉沙耶佳 野田空 渡邊智世 野田空 渡邊智世

関西大学 21 30679 30896 田代彩子 渡邊智世 田代彩子 渡邊智世 田代彩子 渡邊智世 田代彩子 渡邊智世 田代彩子 渡邊智世 田代彩子 稲毛竣也 田代彩子 稲毛竣也

関西学院大学A 22 31500 31351 安部浩希 森本優太 安部浩希 森本優太 安部浩希 森本優太 安部浩希 森本優太 安部浩希 森本優太 安部浩希 森本優太 安部浩希 森本優太

関西学院大学A 23 31186 31079 中島悠介 畑山惣一朗 中島悠介 畑山惣一朗 中島悠介 畑山惣一朗 中島悠介 畑山惣一朗 中島悠介 畑山惣一朗 中島悠介 畑山惣一朗 中島悠介 畑山惣一朗

関西学院大学A 24 31156 31156 伊藤杏紗 尾井恵子 伊藤杏紗 尾井恵子 伊藤杏紗 曽我部謙 伊藤杏紗 曽我部謙 伊藤杏紗 尾井恵子 伊藤杏紗 曽我部謙 伊藤杏紗 尾井恵子

関西学院大学B 38 31351 31186 藤原達人 森本雄太 藤原達人 森本雄太 藤原達人 森本雄太 藤原達人 森本雄太 藤原達人 森本雄太 藤原達人 森本雄太 藤原達人 森本雄太

関西学院大学B 39 31079 30899 石川満里奈 竹澤千里 石川満里奈 竹澤千里 石川満里奈 竹澤千里 石川満里奈 竹澤千里 石川満里奈 竹澤千里 石川満里奈 竹澤千里 石川満里奈 竹澤千里

関西学院大学B 47 30899 30711 石田穂乃果 山口嵩史 石田穂乃果 山口嵩史 石田穂乃果 山口嵩史 石田穂乃果 山口嵩史 石田穂乃果 山口嵩史 石田穂乃果 山口嵩史 石田穂乃果 山口嵩史

近畿大学 25 30381 30381 高山 真治 松尾 祐希 高山 真治 松尾 祐希 高山 真治 松尾 祐希 高山 真治 松尾 祐希 高山 真治 田辺領(OB) 高山 真治 松尾 祐希 高山 真治 松尾 祐希

近畿大学 26 30995 30995 宮本 和 森谷幸雄 宮本 和 森谷幸雄 宮本 和 森谷幸雄 宮本 和 河野 元道 宮本 和 河野 元道 宮本 和 河野元道 宮本 和 河野元道

近畿大学 27 31069 31069 松田 太一 浅野 碩人 松田 太一 浅野 碩人 松田 太一 浅野 碩人 松田 太一 浅野 碩人 松田 太一 浅野 碩人 松田 太一 浅野 碩人 松田 太一 浅野 碩人

甲南大学A 28 31517 30781 桑原　洋樹 𠮷田　奈央 桑原　洋樹 𠮷田　奈央 桑原　洋樹 𠮷田　奈央 桑原　洋樹 𠮷田　奈央 桑原　洋樹 𠮷田　奈央 桑原　洋樹 𠮷田　奈央 桑原　洋樹 𠮷田　奈央

甲南大学A 29 30987 30987 山口　大樹 大石　優 山口　大樹 大石　優 山口　大樹 大石　優 山口　大樹 大石　優 山口　大樹 大石　優 山口　大樹 大石　優 山口　大樹 大石　優

甲南大学A 30 30969 30969 堤　一樹 吉岡　侑弥 堤　一樹 吉岡　侑弥 堤　一樹 吉岡　侑弥 堤　一樹 吉岡　侑弥 堤　一樹 吉岡　侑弥 堤　一樹 吉岡　侑弥 堤　一樹 吉岡　侑弥

甲南大学B 17 30235 28411 木下　歩美 上原　良太 木下　歩美 上原　良太 木下　歩美 上原　良太 木下　歩美 上原　良太 木下　歩美 上原　良太 木下　歩美 上原　良太 木下　歩美 上原　良太

甲南大学B 18 30234 30234 蟬川　郁哉 尾畑　美佳 蟬川　郁哉 尾畑　美佳 徳永　輝 尾畑　美佳 徳永　輝 尾畑　美佳 徳永　輝 尾畑　美佳 蟬川　郁哉 尾畑　美佳 蟬川　郁哉 尾畑　美佳

甲南大学B 49 30722 30722 村上　聖 宇仁　祐介 村上　聖 宇仁　祐介 村上　聖 宇仁　祐介 村上　聖 宇仁　祐介 村上　聖 宇仁　祐介 村上　聖 宇仁　祐介 村上　聖 宇仁　祐介

神戸大学A 31 31493 31367 宵道貴 下村旺久 宵道貴 下村旺久 宵道貴 下村旺久 宵道貴 下村旺久 宵道貴 下村旺久 宵道貴 下村旺久 宵道貴 下村旺久

神戸大学A 32 31367 29661 増尾尚太 加藤優汰 増尾尚太 加藤優汰 増尾尚太 加藤優汰 増尾尚太 加藤優汰 増尾尚太 加藤優汰 増尾尚太 加藤優汰 増尾尚太 加藤優汰

神戸大学A 33 31161 31161 池崎遼 金光真央 池崎遼 金光真央 池崎遼 金光真央 池崎遼 金光真央 池崎遼 金光真央 池崎遼 金光真央 池崎遼 金光真央

神戸大学B 50 29661 31367-1 庄野大志 渡辺睦貴 庄野大志 渡辺睦貴 庄野大志 渡辺睦貴 庄野大志 渡辺睦貴 庄野大志 渡辺睦貴 庄野大志 渡辺睦貴 庄野大志 渡辺睦貴

神戸大学B 51 29427 29661-1 飯野洸太 芦田章吾 飯野洸太 芦田章吾 飯野洸太 芦田章吾 飯野洸太 芦田章吾 飯野洸太 芦田章吾 飯野洸太 芦田章吾 飯野洸太 芦田章吾

神戸大学B 52 29072 31161-1 荒木茉優子 幡井翔悟 荒木茉優子 幡井翔悟 荒木茉優子 幡井翔悟 荒木茉優子 幡井翔悟 荒木茉優子 幡井翔悟 荒木茉優子 山田純樹 荒木茉優子 山田純樹

和歌山大学 40 31289 31289 吉田昂貴 田中輝海 吉田昂貴 田中輝海 吉田昂貴 田中輝海 吉田昂貴 田中輝海 吉田昂貴 田中輝海 吉田昂貴 田中輝海 吉田昂貴 田中輝海

和歌山大学 41 30712 29526 亀井明日香 川崎穂香 亀井明日香 川崎穂香 亀井明日香 川崎穂香 亀井明日香 川崎穂香 亀井明日香 川崎穂香 亀井明日香 川崎穂香 亀井明日香 川崎穂香

和歌山大学 42 30499 31179 飯島那月 広瀬和磨 飯島那月 広瀬和磨 飯島那月 広瀬和磨 飯島那月 広瀬和磨 飯島那月 広瀬和磨 飯島那月 広瀬和磨 飯島那月 広瀬和磨

和歌山大学 53 29526 29526 村松和弥 西村拓真 村松和弥 西村拓真 村松和弥 西村拓真 村松和弥 西村拓真 村松和弥 西村拓真 村松和弥 山口智廊 村松和弥 山口智廊

和歌山大学 54 29605 31289-1 山崎智也 永井康太 山崎智也 永井康太 山崎智也 永井康太 山崎智也 永井康太 山崎智也 永井康太 山崎智也 永井康太 山崎智也 永井康太

神戸大学医学部 43 31217 31217 古賀郁也 西利弥 古賀郁也 西利弥 古賀郁也 西利弥 古賀郁也 西利弥 古賀郁也 西利弥 古賀郁也 桑畑拓海 古賀郁也 桑畑拓海

神戸大学医学部 44 30038 30038 松岡史憲 桑畑拓海 松岡史憲 桑畑拓海 松岡史憲 桑畑拓海 松岡史憲 桑畑拓海 松岡史憲 桑畑拓海 松岡史憲 桑畑拓海 松岡史憲 西利弥

兵庫医科大学 46 28593 28593 谷岡由朗 松本拓也 谷岡由朗 松本拓也 谷岡由朗 松本拓也 谷岡由朗 松本拓也 谷岡由朗 松本拓也 谷岡由朗 松本拓也 谷岡由朗 松本拓也

岡山大学 61 31503 29804 柴田千里 平塚貴大 柴田千里 平塚貴大 柴田千里 平塚貴大 柴田千里 平塚貴大 柴田千里 平塚貴大 柴田千里 平塚貴大 柴田千里 平塚貴大

岡山大学 62 31142 31142 石田亘希 一色隆弘 石田亘希 一色隆弘 石田亘希 一色隆弘 石田亘希 一色隆弘 石田亘希 一色隆弘 石田亘希 一色隆弘 石田亘希 一色隆弘

岡山大学 63 30721 30721 田井佑樹 尾崎洸人 田井佑樹 尾崎洸人 田井佑樹 尾崎洸人 田井佑樹 尾崎洸人 田井佑樹 尾崎洸人 田井佑樹 尾崎洸人 田井佑樹 尾崎洸人

岡山大学 64 29805 29805 林田佳子 水田葉月 林田佳子 水田葉月 林田佳子 水田葉月 林田佳子 水田葉月 林田佳子 水田葉月 林田佳子 宮本泰成 林田佳子 宮本泰成

岡山大学 66 31305 30079 川口滉太 安食柾志 川口滉太 安食柾志 川口滉太 安食柾志 川口滉太 安食柾志 川口滉太 安食柾志 川口滉太 安食柾志 川口滉太 安食柾志

広島大学 67 30804 30574 加藤滉大 伊藤さくら 加藤滉大 伊藤さくら 加藤滉大 伊藤さくら 加藤滉大 伊藤さくら 加藤滉大 伊藤さくら 加藤滉大 伊藤さくら 加藤滉大 伊藤さくら

広島大学 68 30574 29295 西村渚生 張　韡 西村渚生 張　韡 西村渚生 張　韡 西村渚生 張　韡 西村渚生 張　韡 西村渚生 張　韡 西村渚生 張　韡

広島大学 69 30079 28941 上田健司 住吉沙和 上田健司 住吉沙和 上田健司 住吉沙和 上田健司 住吉沙和 上田健司 住吉沙和 上田健司 住吉沙和 上田健司 住吉沙和

広島大学 70 29295 28929 平瀬健登 木原健太 平瀬健登 木原健太 平瀬健登 木原健太 平瀬健登 木原健太 平瀬健登 木原健太 平瀬健登 木原健太 平瀬健登 木原健太

大阪歯科大学 71 31094 31094 池澤崇文 大東健司 池澤崇文 大東健司 池澤崇文 大東健司 池澤崇文 大東健司 池澤崇文 大東健司

大阪歯科大学 72 27960 27960 杉山稚彦 三鬼舜平 杉山稚彦 三鬼舜平 杉山稚彦 三鬼舜平 杉山稚彦 三鬼舜平 杉山稚彦 三鬼舜平

国際スナイプ級 １R ２R ３R ４R ５R ７R６R


