
識別
No

水域 大学名 艇長 クルー 艇長 クルー 艇長 クルー 艇長 クルー 艇長 クルー 艇長 クルー 艇長 クルー

1 北海道 北海道大学 尾花賢 堤麻里子 尾花賢 堤麻里子 尾花賢 中野眞吾 尾花賢 中野眞吾 尾花賢 堤麻理子 尾花賢 堤麻理子 尾花賢 堤麻理子
2 北海道 北海道大学 高木一希 渡邊裕大 高木一希 渡邊裕大 高木一希 渡邊裕大 高木一希 渡邊裕大 高木一希 渡邊裕大 高木一希 渡邊裕大 高木一希 渡邊裕大
3 北海道 北海道大学 湯川朔弥 浅井瞭 湯川朔弥 森樹 湯川朔弥 森樹 湯川朔弥 森樹 湯川朔弥 森樹 湯川朔弥 森樹 湯川朔弥 森樹
4 東北 東北大学 高橋華子 平田佳佑 高橋華子 平田佳佑 高橋華子 平田佳佑 高橋華子 平田佳佑 高橋華子 平田佳佑 高橋華子 平田佳佑 高橋華子 平田佳佑
5 東北 東北大学 大久保拓海 柴木涼介 大久保拓海 柴木涼介 大久保拓海 柴木涼介 大久保拓海 柴木涼介 大久保拓海 柴木涼介 大久保拓海 柴木涼介 大久保拓海 柴木涼介
6 東北 東北大学 江田行志 稲川竜也 江田行志 稲川竜也 江田行志 稲川竜也 江田行志 稲川竜也 江田行志 稲川竜也 江田行志 稲川竜也 江田行志 稲川竜也
7 関東 早稲田大学 小泉凱皇 上園田明真海 小泉凱皇 上園田明真海 小泉凱皇 金子俊輔 小泉凱皇 上園田明真海 小泉凱皇 上園田明真海 小泉凱皇 金子俊輔 小泉凱皇 金子俊輔
8 関東 早稲田大学 西村宗至朗 新井健伸 西村宗至朗 新井健伸 西村宗至朗 新井健伸 西村宗至朗 新井健伸 西村宗至朗 新井健伸 西村宗至朗 新井健伸 西村宗至朗 新井健伸
9 関東 早稲田大学 倉橋直暉 松本健汰 倉橋直暉 松本健汰 倉橋直暉 松本健汰 倉橋直暉 松本健汰 倉橋直暉 松本健汰 倉橋直暉 松本健汰 倉橋直暉 松本健汰
10 関東 日本大学 新谷　惟斗 山田　開斗 新谷　惟斗 山田　開斗 中山　由菜 山田　開斗 新谷　惟斗 山田　開斗 新谷　惟斗 山田　開斗 新谷　惟斗 山田　開斗 中山　由菜 山田　開斗
11 関東 日本大学 本多　佑基 狩野　弁慶 本多　佑基 狩野　弁慶 本多　佑基 狩野　弁慶 本多　佑基 狩野　弁慶 本多　佑基 狩野　弁慶 本多　佑基 狩野　弁慶 本多　佑基 狩野　弁慶
12 関東 日本大学 小柳　倫太郎 中村　大陽 小柳　倫太郎 中村　大陽 小柳　倫太郎 中村　大陽 小柳　倫太郎 中村　大陽 小柳　倫太郎 中村　大陽 小柳　倫太郎 中村　大陽 小柳　倫太郎 中村　大陽
13 関東 慶應義塾大学 小木曽涼 兼子烈 小木曽涼 兼子烈 小木曽涼 兼子烈 小木曽涼 兼子烈 小木曽涼 兼子烈 小木曽涼 兼子烈 小木曽涼 兼子烈
14 関東 慶應義塾大学 高宮豪太 中島渉吾 高宮豪太 中島渉吾 高宮豪太 中島渉吾 高宮豪太 中島渉吾 高宮豪太 中島渉吾 高宮豪太 中島渉吾 高宮豪太 中島渉吾
15 関東 慶應義塾大学 八木貴大 出本稜太 八木貴大 出本稜太 八木貴大 出本稜太 八木貴大 出本稜太 菅澤龍佑 小森瑛祐 菅澤龍佑 小森瑛祐 八木貴大 出本稜太
16 関東 中央大学 梅野真紗子 岩田慧吾 梅野真紗子 岩田慧吾 岡田　大治 岩田慧吾 梅野　真紗子 岩田慧吾 梅野　真紗子 岩田慧吾 岡田　大治 岩田　慧吾 岡田　大治 岩田　慧吾
17 関東 中央大学 小西健治 桑野絵里佳 小西健治 桑野絵里佳 小西健治 桑野絵里佳 小西健治 桑野絵里佳 小西健治 桑野絵里佳 小西　健治 廣瀬　翔大 小西　健治 廣瀬　翔大
18 関東 中央大学 木村颯太 青木武斗 木村颯太 青木武斗 木村颯太 青木武斗 木村颯太 青木武斗 木村颯太 青木武斗 木村颯太 青木武斗 木村颯太 青木武斗
19 関東 明治大学 武井翔太朗 小柴涼摩 武井翔太朗 小柴涼摩 武井翔太朗 小柴涼摩 武井翔太朗 小柴涼摩 武井翔太朗 小柴涼摩 武井翔太朗 小柴涼摩 武井翔太朗 坂本優斗
20 関東 明治大学 今村紗栄 永田啓一郎 今村紗栄 永田啓一郎 今村紗栄 永田啓一郎 今村紗栄 永田啓一郎 今村紗栄 永田啓一郎 今村紗栄 永田啓一郎 今村紗栄 永田啓一郎

21 関東 明治大学 齋藤大雅 久保田佳祐 齋藤大雅 鈴木健太 齋藤大雅 鈴木健太 齋藤大雅 鈴木健太 齋藤大雅 鈴木健太 齋藤大雅 鈴木健太 齋藤大雅 鈴木健太
22 関東 明海大学 千葉康貴 守屋晴喜 千葉康貴 守屋晴喜 千葉康貴 守屋晴喜 千葉康貴 守屋晴喜 千葉康貴 守屋晴喜 千葉康貴 守屋晴喜 千葉康貴 守屋晴喜
23 関東 明海大学 長岡叶子 青木美優 長岡叶子 青木美優 長岡叶子 青木美優 長岡叶子 青木美優 長岡叶子 青木美優 長岡叶子 山本蔵乃介 長岡叶子 山本蔵乃介

24 関東 明海大学 伊藤遥稀 塩谷善太 田中大聖 塩谷善太 伊藤遥稀 塩谷善太 伊藤遥稀 塩谷善太 伊藤遥稀 塩谷善太 伊藤遥稀 塩谷善太 田中大聖 塩谷善太
25 関東 横浜国立大学 高橋幸季 金光浩志 高橋幸季 森上和成 高橋幸季 森上和成 高橋幸季 森上和成 高橋幸季 森上和成 高橋幸季 金光浩志 高橋幸季 金光浩志
26 関東 横浜国立大学 山本茜 河村壮憲 山本茜 河村壮憲 山本茜 河村壮憲 山本茜 河村壮憲 山本茜 河村壮憲 山本茜 河村壮憲 山本茜 河村壮憲
27 関東 横浜国立大学 国見有 平岡巧光 国見有 平岡巧光 国見有 平岡巧光 国見有 平岡巧光 国見有 平岡巧光 国見有 平岡巧光 国見有 平岡巧光
28 関東 法政大学 伊藤 七瑠 盛田 冬華 伊藤 七瑠 盛田 冬華 伊藤 七瑠 盛田 冬華 伊藤 七瑠 盛田 冬華 伊藤 七瑠 盛田 冬華 伊藤 七瑠 盛田 冬華 伊藤 七瑠 盛田 冬華
29 関東 法政大学 村瀬 優斗 和田 萌 村瀬 優斗 和田 萌 村瀬 優斗 和田 萌 村瀬 優斗 和田 萌 村瀬 優斗 和田 萌 村瀬 優斗 和田 萌 村瀬 優斗 和田 萌
30 関東 法政大学 三村 颯斗 黒石 大陽 三村 颯斗 黒石 大陽 三村 颯斗 黒石 大陽 三村 颯斗 黒石 大陽 三村 颯斗 黒石 大陽 工藤光大朗 黒石 大陽 工藤光大朗 黒石 大陽
31 中部 愛知工業大学 柴本陸 矢ヶ崎新 柴本陸 矢ヶ崎新 柴本陸 矢ヶ崎新 柴本陸 矢ヶ崎新 柴本陸 矢ヶ崎新 柴本陸 矢ヶ崎新 柴本陸 矢ヶ崎新
32 中部 愛知工業大学 加藤倭大 仲村駿希 加藤倭大 仲村駿希 加藤倭大 仲村駿希 加藤倭大 仲村駿希 加藤倭大 仲村駿希 加藤倭大 仲村駿希 加藤倭大 仲村駿希
33 中部 愛知工業大学 矢野聡美 服部竜樹 矢野聡美 服部竜樹 矢野聡美 服部竜樹 矢野聡美 服部竜樹 矢野聡美 服部竜樹 矢野聡美 服部竜樹 矢野聡美 服部竜樹
34 近畿北陸 同志社大学 續木茄可 東　大雅 續木茄可 東　大雅 續木茄可 東　大雅 續木茄可 東　大雅 續木茄可 東　大雅 續木茄可 東　大雅 續木茄可 東　大雅
35 近畿北陸 同志社大学 平井德輝 板東満月 平井德輝 板東満月 平井德輝 板東満月 平井德輝 板東満月 平井德輝 板東満月 平井德輝 板東満月 平井德輝 板東満月
36 近畿北陸 同志社大学 大石駿水 三浦　匠 大石駿水 三浦　匠 大石駿水 三浦　匠 大石駿水 三浦　匠 大石駿水 三浦　匠 大石駿水 三浦　匠 大石駿水 三浦　匠
37 近畿北陸 立命館大学 土井健也 宇野元喜 土井健也 宇野元喜 土井健也 宇野元喜 土井健也 宇野元喜 土井健也 宇野元喜 土井健也 宇野元喜 土井健也 宇野元喜
38 近畿北陸 立命館大学 今井亮 笠木崚矢 今井亮 笠木崚矢 今井亮 笠木崚矢 今井亮 笠木崚矢 今井亮 笠木崚矢 今井亮 笠木崚矢 今井亮 笠木崚矢
39 近畿北陸 立命館大学 河村諒 小野倖士朗 河村諒 小野倖士朗 河村諒 小野倖士朗 河村諒 小野倖士朗 河村諒 小野倖士朗 河村諒 小野倖士朗 河村諒 小野倖士朗
40 近畿北陸 金沢大学 洞口和丸 間宮太陽 洞口和丸 間宮太陽 洞口和丸 間宮太陽 洞口和丸 間宮太陽 洞口和丸 間宮太陽 洞口和丸 間宮太陽 洞口和丸 間宮太陽
41 近畿北陸 金沢大学 谷口慎治 平手颯馬 谷口慎治 平手颯馬 谷口慎治 平手颯馬 谷口慎治 平手颯馬 谷口慎治 平手颯馬 谷口慎治 平手颯馬 谷口慎治 平手颯馬
42 近畿北陸 金沢大学 蜂巣歩 北野真啓 蜂巣歩 北野真啓 蜂巣歩 北野真啓 蜂巣歩 北野真啓 蜂巣歩 北野真啓 蜂巣歩 北野真啓 蜂巣歩 北野真啓
46 関西 関西学院大学 藤原達人 室谷勇希 藤原達人 室谷勇希 藤原達人 室谷勇希 藤原達人 室谷勇希 藤原達人 室谷勇希 藤原達人 室谷勇希 藤原達人 室谷勇希
47 関西 関西学院大学 池淵砂紀 福井健太 池淵砂紀 福井健太 池淵砂紀 竹澤千里 池淵砂紀 竹澤千里 池淵砂紀 竹澤千里 池淵砂紀 福井健太 池淵砂紀 福井健太
48 関西 関西学院大学 高管峻 尾関芳樹 高管峻 伊東里菜 森重新那 尾関芳樹 森重新那 尾関芳樹 藤尾万唯華 福井健太 高菅峻 竹澤千里 高菅峻 伊東里菜
49 関西 甲南大学 菊田海斗 岩階渚 菊田海斗 岩階渚 菊田海斗 岩階渚 菊田海斗 原田佳子 菊田海斗 原田佳子 菊田海斗 原田佳子 菊田海斗 原田佳子
50 関西 甲南大学 岸田流星 井上剛 岸田流星 井上剛 岸田流星 井上剛 岸田流星 井上剛 岸田流星 井上剛 岸田流星 井上剛 岸田流星 井上剛
51 関西 甲南大学 松本紗依 白坂京輔 松本紗依 白坂京輔 松本紗依 白坂京輔 松本紗依 白坂京輔 松本紗依 白坂京輔 松本紗依 白坂京輔 松本紗依 白坂京輔
52 関西 大阪大学 谷山耕太郎 太田雄介 谷山耕太郎 小島もも 谷山耕太郎 小島もも 谷山耕太郎 小島もも 谷山耕太郎 小島もも 谷山耕太郎 太田雄介 谷山耕太郎 太田雄介
53 関西 大阪大学 今西ひなの 鈴木航太 松浦巧 鈴木航太 今西ひなの 鈴木航太 今西ひなの 助川浩平 今西ひなの 鈴木航太 今西ひなの 小島もも 今西ひなの 鈴木航太
54 関西 大阪大学 細木和輝 助川公平 細木和輝 助川公平 細木和輝 助川公平 松浦巧 鈴木航太 細木和輝 助川浩平 松浦巧 鈴木航太 細木和輝 助川浩平
55 関西 和歌山大学 森井愛 小田大貴 森井愛 小田大貴 森井愛 小田大貴 森井愛 小田大貴 森井愛 小田大貴 森井愛 小田大貴 森井愛 小田大貴
56 関西 和歌山大学 村瀬慎太郎 犬伏亮太 村瀬慎太郎 犬伏亮太 村瀬慎太郎 犬伏亮太 村瀬慎太郎 犬伏亮太 村瀬慎太郎 犬伏亮太 村瀬慎太郎 犬伏亮太 村瀬慎太郎 犬伏亮太
57 関西 和歌山大学 石橋龍一 大隅祥伍 石橋龍一 大隅祥伍 石橋龍一 大隅祥伍 石橋龍一 大隅祥伍 福永洋輝 植田拳志郎 石橋龍一 大隅祥伍 石橋龍一 大隅祥伍
58 関西 近畿大学 野村裕一郎 松尾敏志 野村裕一郎 松尾敏志 野村裕一郎 松尾敏志 野村裕一郎 松尾敏志 野村裕一郎 松尾敏志 野村裕一郎 松尾敏志 野村裕一郎 松尾敏志
59 関西 近畿大学 宮本和 山崎奨太 宮本和 山崎奨太 宮本和 山崎奨太 宮本和 山崎奨太 宮本和 山崎奨太 宮本和 山崎奨太 宮本和 山崎奨太
60 関西 近畿大学 嶋野成優 山口真矢 嶋野成優 山口真矢 嶋野成優 山口真矢 嶋野成優 山口真矢 嶋野成優 山口真矢 嶋野成優 山口真矢 嶋野成優 山口真矢
61 中国 岡山大学 金中工歩 田中佑太郎 金中工歩 田中佑太郎 金中工歩 田中佑太郎 金中工歩 田中佑太郎 金中工歩 田中佑太郎 金中工歩 田中佑太郎 金中工歩 田中佑太郎
62 中国 岡山大学 芝海人 西隆宏 芝海人 西隆宏 芝海人 西隆宏 芝海人 西隆宏 芝海人 西隆宏 芝海人 西隆宏 芝海人 西隆宏
63 中国 岡山大学 堀邉真由 小野裕典 堀邉真由 小野裕典 堀邉真由 小野裕典 堀邉真由 草本涼 堀邉真由 草本涼 堀邉真由 小野祐典 堀邉真由 小野祐典
67 四国 高知大学 森田奏音 吉田健朗 森田奏音 吉田健朗 森田奏音 吉田健朗 森田奏音 吉田健朗 森田奏音 吉田健朗 森田奏音 吉田健朗 森田奏音 吉田健朗
68 四国 高知大学 濵﨑寛太 西村穗佳 濵﨑寛太 西村穗佳 濵﨑寛太 西村穗佳 濵﨑寛太 西村穗佳 濵﨑寛太 西村穗佳 濵﨑寛太 西村穗佳 濵﨑寛太 西村穗佳
69 四国 高知大学 清和凌河 森下まひる 清和凌河 森下まひる 清和凌河 森下まひる 清和凌河 森下まひる 清和凌河 森下まひる 清和凌河 森下まひる 清和凌河 森下まひる
70 九州 九州大学 芝　洋斗 矢吹　創 芝　洋斗 矢吹　創 芝　洋斗 矢吹　創 芝　洋斗 矢吹　創 芝　洋斗 矢吹　創 芝　洋斗 矢吹　創 芝　洋斗 矢吹　創
71 九州 九州大学 森　ゆり奈 石原　大輝 森　ゆり奈 石原　大輝 森　ゆり奈 石原　大輝 森　ゆり奈 石原　大輝 森　ゆり奈 石原　大輝 森　ゆり奈 石原　大輝 森　ゆり奈 石原　大輝
72 九州 九州大学 高橋　英悟 神川　光 高橋　英悟 神川　光 高橋　英悟 神川　光 高橋　英悟 神川　光 高橋　英悟 神川　光 高橋　英悟 神川　光 高橋　英悟 神川　光
73 九州 福岡大学 小村 凜平 松尾 和樹 小村 凜平 松尾 和樹 小村 凜平 松尾 和樹 小村 凜平 松尾 和樹 小村 凜平 松尾 和樹 小村 凜平 松尾 和樹 小村 凜平 松尾 和樹
74 九州 福岡大学 山口 奈津実 田村 優衣 山口 奈津実 田村 優衣 山口 奈津実 田村 優衣 山口 奈津実 田村 優衣 山口 奈津実 田村 優衣 山口 奈津実 市原 東 山口 奈津実 市原 東
75 九州 福岡大学 徳丸凪 市原 東 徳丸凪 市原 東 徳丸凪 市原 東 徳丸凪 市原 東 徳丸凪 市原 東 折田 広大 木原 寛太 折田 広大 木原 寛太
76 九州 日本経済大学 北方雄悟 安藤司 北方雄悟 安藤司 北方雄悟 安藤司 北方雄悟 安藤司 北方雄悟 安藤司 北方雄悟 安藤司 北方雄悟 安藤司
77 九州 日本経済大学 河崎聖 宮崎朝光 河崎聖 宮崎朝光 河崎聖 宮崎朝光 河崎聖 宮崎朝光 河崎聖 宮崎朝光 河崎聖 宮崎朝光 河崎聖 宮崎朝光
78 九州 日本経済大学 糸瀬雅玖翔 永田魁 糸瀬雅玖翔 永田魁 糸瀬雅玖翔 永田魁 糸瀬雅玖翔 永田魁 糸瀬雅玖翔 永田魁 糸瀬雅玖翔 永田魁 糸瀬雅玖翔 永田魁
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