
・1R目はｴﾝﾄﾘｰSheetの艇長・クルー欄を参照。
・2R目は1Rを参照。3R目は2Rを参照。以下同様になっている。

参加艇数 ・乗員変更は直接手入力。変更ヶ所はセル色が  になる。入力したセルの参照式（=Q8等)は消えるが、初期化で復元する。

識別# Sail＃ 艇体# 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 艇長 クルー

1 4557 4781 北海道大学 森樹 中野眞吾 森樹 中野眞吾 森樹 中野眞吾 森樹 中野眞吾 森樹 中野眞吾 森樹 中野眞吾 森樹 中野眞吾 森樹 中野眞吾

2 4632 4632 北海道大学 熊谷羽留 松本快 熊谷羽留 松本快 熊谷羽留 松本快 熊谷羽留 松本快 熊谷羽留 松本快 熊谷羽留 松本快 熊谷羽留 松本快 熊谷羽留 松本快

3 4298 4557 北海道大学 板倉侑大 畑龍郎 板倉侑大 畑龍郎 板倉侑大 畑龍郎 板倉侑大 畑龍郎 板倉侑大 畑龍郎 板倉侑大 畑龍郎 板倉侑大 畑龍郎 板倉侑大 畑龍郎

4 4830 4830 東北大学 青木出琉 村田有翼 青木出琉 村田有翼 青木出琉 村田有翼 青木出琉 村田有翼 青木出琉 村田有翼 青木出琉 村田有翼 青木出琉 村田有翼 青木出琉 村田有翼

5 4782 4782 東北大学 大久保拓海 大久保稜太 大久保拓海 大久保稜太 大久保拓海 大久保稜太 大久保拓海 大久保稜太 大久保拓海 大久保稜太 大久保拓海 大久保稜太 大久保拓海 大久保稜太 大久保拓海 大久保稜太

6 4534 4534 東北大学 小嶋健生 加藤湧也 小嶋健生 加藤湧也 渡邉凌太 加藤湧也 小嶋健生 加藤湧也 小嶋健生 加藤湧也 小嶋健生 加藤湧也 渡邉凌太 加藤湧也 渡邉凌太 加藤湧也

7 4821 4821 早稲田大学 石川和歩 田中丸武 石川和歩 田中丸武 石川和歩 田中丸武 石川和歩 田中丸武 石川和歩 田中丸武 石川和歩 田中丸武 石川和歩 田中丸武 石川和歩 田中丸武

8 4789 4789 早稲田大学 倉橋直暉 高田澪 倉橋直暉 松山大祐 倉橋直暉 松山大祐 倉橋直暉 松山大祐 倉橋直暉 松山大祐 倉橋直暉 松山大祐 倉橋直暉 高田澪 倉橋直暉 高田澪

9 4756 4756 早稲田大学 飯田澪 金子俊輔 飯田澪 金子俊輔 飯田澪 金子俊輔 飯田澪 金子俊輔 飯田澪 金子俊輔 飯田澪 金子俊輔 飯田澪 金子俊輔 飯田澪 金子俊輔

10 4823 4823 日本大学 小柳倫太郎 田中瑠衣 小柳倫太郎 田中瑠衣 小柳倫太郎 佐藤友星 小柳倫太郎 佐藤友星 小柳倫太郎 佐藤友星 小柳倫太郎 佐藤友星 小柳倫太郎 田中瑠衣 小柳倫太郎 田中瑠衣

11 4773 4773 日本大学 池田海人 福田拓斗 池田海人 福田拓斗 池田海人 福田拓斗 池田海人 福田拓斗 池田海人 福田拓斗 池田海人 福田拓斗 池田海人 福田拓斗 池田海人 福田拓斗

12 4734 4734 日本大学 中山由菜 久保田賢人 中山由菜 久保田賢人 中山由菜 久保田賢人 中山由菜 久保田賢人 中山由菜 久保田賢人 中山由菜 久保田賢人 中山由菜 久保田賢人 中山由菜 久保田賢人

13 4774 4774 中央大学 梅野真紗子 佐藤真心 梅野真紗子 佐藤真心 梅野真紗子 佐藤真心 梅野真紗子 佐藤真心 梅野真紗子 佐藤真心 梅野真紗子 佐藤真心 梅野真紗子 佐藤真心 岡田大治 佐藤真心

14 4732 4732 中央大学 岡田大治 青木武斗 岡田大治 青木武斗 岡田大治 青木武斗 岡田大治 青木武斗 岡田大治 青木武斗 岡田大治 青木武斗 岡田大治 青木武斗 梅野真紗子 青木武斗

15 4731 4731 中央大学 安那瑠起 有田功樹 安那瑠起 有田功樹 安那瑠起 有田功樹 安那瑠起 有田功樹 安那瑠起 有田功樹 安那瑠起 有田功樹 安那瑠起 有田功樹 安那瑠起 有田功樹

16 4777 4777 慶應義塾大学 菅澤龍佑 長島優弥 菅澤龍佑 長島優弥 菅澤龍佑 長島優弥 菅澤龍佑 長島優弥 菅澤龍佑 長島優弥 菅澤龍佑 長島優弥 菅澤龍佑 長島優弥 菅澤龍佑 長島優弥

17 4713 4713 慶應義塾大学 杉若雄山 相馬一徳 杉若雄山 相馬一徳 杉若雄山 相馬一徳 杉若雄山 相馬一徳 杉若雄山 相馬一徳 杉若雄山 相馬一徳 杉若雄山 山田優策 杉若雄山 山田優策

18 4693 4693 慶應義塾大学 伊藤賢 海老澤快 伊藤賢 海老澤快 伊藤賢 海老澤快 伊藤賢 海老澤快 伊藤賢 海老澤快 伊藤賢 海老澤快 伊藤賢 海老澤快 伊藤賢 海老澤快

19 4829 4829 東京大学 調亮太郎 松尾一輝 調亮太郎 松尾一輝 調亮太郎 松尾一輝 調亮太郎 松尾一輝 調亮太郎 松尾一輝 調亮太郎 松尾一輝 調亮太郎 松尾一輝 調亮太郎 松尾一輝

20 4791 4791 東京大学 高原諒 工藤光生 高原諒 工藤光生 高原諒 工藤光生 高原諒 工藤光生 高原諒 工藤光生 高原諒 工藤光生 高原諒 工藤光生 高原諒 工藤光生

21 4692 4692 東京大学 藤田郁 丸山拓之 藤田郁 丸山拓之 藤田郁 丸山拓之 藤田郁 丸山拓之 藤田郁 丸山拓之 吉田高天 加藤駿介 藤田郁 丸山拓之 吉田髙天 加藤駿介

22 4805 4805 横浜国立大学 山本茜 片平昇輝 山本茜 片平昇輝 山本茜 片平昇輝 山本茜 片平昇輝 山本茜 片平昇輝 山本茜 片平昇輝 山本茜 片平昇輝 山本茜 片平昇輝

23 4725 4725 横浜国立大学 国見有 川添敦史 国見有 川添敦史 国見有 川添敦史 国見有 川添敦史 国見有 川添敦史 国見有 川添敦史 国見有 川添敦史 国見有 川添敦史

24 4626 4626 横浜国立大学 日景悠薫 金光浩志 日景悠薫 金光浩志 日景悠薫 金光浩志 日景悠薫 金光浩志 日景悠薫 金光浩志 日景悠薫 金光浩志 日景悠薫 金光浩志 日景悠薫 金光浩志

25 4721 4721 明治大学 今村紗栄 後藤玲音 今村紗栄 後藤玲音 今村紗栄 後藤玲音 今村紗栄 後藤玲音 今村紗栄 後藤玲音 今村紗栄 後藤玲音 今村紗栄 後藤玲音 今村紗栄 後藤玲音

26 4672 4672 明治大学 服部友賀 堤祐人 服部友賀 堤祐人 服部友賀 堤祐人 服部友賀 堤祐人 服部友賀 堤祐人 服部友賀 堤祐人 服部友賀 堤祐人 服部友賀 堤祐人

27 4606 4606 明治大学 安藤彩葵 八木栄樹 安藤彩葵 八木栄樹 石塚春菜 成田博陽 石塚春菜 成田博陽 安藤彩葵 八木栄樹 安藤彩葵 八木栄樹 樋口波瑚 八木栄樹 石塚春菜 成田博陽

28 4783 4783 神奈川大学 中濱光祐 石川立琉 中濱光祐 石川立琉 中濱光祐 三浦帆香 中濱光祐 石川立琉 中濱光祐 三谷晴人 中濱光祐 石川立琉 中濱光祐 石川立琉 中濱光祐 石川立琉

29 4753 4753 神奈川大学 髙橋麻衣 田中亮 髙橋麻衣 田中亮 髙橋麻衣 田中亮 髙橋麻衣 田中亮 髙橋麻衣 田中亮 髙橋麻衣 田中亮 髙橋麻衣 田中亮 髙橋麻衣 田中亮

30 4607 4607 神奈川大学 船岡遼人 山下雅貴 船岡遼人 三浦帆香 船岡遼人 山下雅貴 船岡遼人 山下雅貴 船岡遼人 三浦帆香 船岡遼人 三浦帆香 船岡遼人 山下雅貴 船岡遼人 山下雅貴

31 4432 4432 愛知大学 佐々木駿介 小池嶺 佐々木駿介 小池嶺 佐々木駿介 小池嶺 佐々木駿介 小池嶺 佐々木駿介 小池嶺 佐々木駿介 小池嶺 佐々木駿介 小池嶺 佐々木駿介 小池嶺

32 4183 4183 愛知大学 野村恭平 松下瑶実 野村恭平 松下瑶実 野村恭平 松下瑶実 野村恭平 松下瑶実 野村恭平 松下瑶実 野村恭平 松下瑶実 野村恭平 松下瑶実 野村恭平 松下瑶実

33 4020 4020 愛知大学 三宅慧実 横井春佳 三宅慧実 横井春佳 三宅慧実 横井春佳 三宅慧実 横井春佳 三宅慧実 横井春佳 三宅慧実 横井春佳 三宅慧実 横井春佳 三宅慧実 横井春佳

34 4761 4761 同志社大学 大石駿水 西山怜 大石駿水 西山怜 大石駿水 西山怜 大石駿水 西山怜 大石駿水 西山怜 大石駿水 西山怜 大石駿水 西山怜 大石駿水 西山怜

35 4778 4778 同志社大学 長谷川真大 小松慎平 長谷川真大 小松慎平 長谷川真大 小松慎平 長谷川真大 小松慎平 長谷川真大 小松慎平 長谷川真大 小松慎平 長谷川真大 白數奈津見 長谷川真大 白數奈津見

36 4694 4694 同志社大学 三浦凪砂 山田海統 三浦凪砂 山田海統 三浦凪砂 山田海統 三浦凪砂 山田海統 三浦凪砂 山田海統 小菅楓 山田海統 小菅楓 山田海統 三浦凪砂 山田海統

37 4806 4806 京都大学 古澤章太郎 實松大介 古澤章太郎 實松大介 古澤章太郎 實松大介 古澤章太郎 實松大介 古澤章太郎 實松大介 古澤章太郎 實松大介 古澤章太郎 實松大介 古澤章太郎 實松大介

38 4799 4799 京都大学 抜井理紗 奈良昌弥 抜井理紗 奈良昌弥 抜井理紗 奈良昌弥 抜井理紗 奈良昌弥 抜井理紗 奈良昌弥 抜井理紗 奈良昌弥 抜井理紗 奈良昌弥 抜井理紗 奈良昌弥

39 4685 4685 京都大学 小澤諒真 赤城昂輝 小澤諒真 赤城昂輝 小澤諒真 赤城昂輝 中辻歩武 小島拓巳 小澤諒真 赤城昂輝 中辻歩武 小島拓巳 中村和希 保家大将 小澤諒真 赤城昂輝

40 4760 4760 立命館大学 河村諒 山口寛生 河村諒 山口寛生 河村諒 山口寛生 河村諒 山口寛生 河村諒 山口寛生 河村諒 山口寛生 河村諒 山口寛生 河村諒 山口寛生

41 4689 4689 立命館大学 山本拓海 小野倖士朗 山本拓海 小野倖士朗 山本拓海 小野倖士朗 山本拓海 小野倖士朗 山本拓海 小野倖士朗 山本拓海 小野倖士朗 山本拓海 小野倖士朗 山本拓海 小野倖士朗

42 4643 4643 立命館大学 仮谷太一 笠木崚矢 仮谷太一 笠木崚矢 仮谷太一 笠木崚矢 仮谷太一 笠木崚矢 仮谷太一 笠木崚矢 仮谷太一 笠木崚矢 仮谷太一 笠木崚矢 仮谷太一 笠木崚矢

43 4755 4755 金沢大学 池田悠人 小池翔希 池田悠人 小池翔希 池田悠人 小池翔希 池田悠人 小池翔希 池田悠人 小池翔希 池田悠人 小池翔希 池田悠人 小池翔希 池田悠人 小池翔希

44 4532 4532 金沢大学 野村拓未 後藤広睦 野村拓未 後藤広睦 野村拓未 後藤広睦 野村拓未 後藤広睦 野村拓未 後藤広睦 野村拓未 後藤広睦 野村拓未 後藤広睦 野村拓未 後藤広睦

45 4472 4472 金沢大学 新谷怜奈 長谷川樹 新谷怜奈 長谷川樹 新谷怜奈 長谷川樹 新谷怜奈 長谷川樹 新谷怜奈 長谷川樹 新谷怜奈 長谷川樹 新谷怜奈 長谷川樹 新谷怜奈 長谷川樹

46 4735 4833 関西学院大学 藤尾万唯華 福井健太 藤尾万唯華 福井健太 藤尾万唯華 福井健太 藤尾万唯華 福井健太 藤尾万唯華 福井健太 藤尾万唯華 福井健太 藤尾万唯華 福井健太 藤尾万唯華 福井健太

47 4797 4797 関西学院大学 林玄 西垣翔平 林玄 西垣翔平 岩城海聖 伊藤はるか 岩城海聖 伊藤はるか 林玄 西垣翔平 林玄 西垣翔平 林玄 西垣翔平 林玄 西垣翔平

48 4747 4747 関西学院大学 鶴本優士 伊藤裕太 鶴本優士 伊藤裕太 鶴本優士 伊藤裕太 鶴本優士 伊藤裕太 鶴本優士 伊藤裕太 鶴本優士 伊藤裕太 鶴本優士 伊藤裕太 鶴本優士 伊藤裕太

49 4787 4787 関西大学 福田新之介 石本圭佑 福田新之介 石本圭佑 福田新之介 石本圭佑 福田新之介 石本圭佑 福田新之介 石本圭佑 福田新之介 石本圭佑 福田新之介 石本圭佑 福田新之介 石本圭佑

50 4794 4794 関西大学 山田咲良 戸川屋陽生 山田咲良 戸川屋陽生 山田咲良 戸川屋陽生 山田咲良 戸川屋陽生 山田咲良 戸川屋陽生 山田咲良 戸川屋陽生 山田咲良 戸川屋陽生 山田咲良 戸川屋陽生

51 4702 4702 関西大学 久保旬也 笹木竜斗 久保旬也 笹木竜斗 久保旬也 笹木竜斗 久保旬也 笹木竜斗 久保旬也 笹木竜斗 久保旬也 笹木竜斗 久保旬也 笹木竜斗 久保旬也 笹木竜斗

52 4790 4790 近畿大学 野村裕一郎 片原竜樹 野村裕一郎 片原竜樹 野村裕一郎 片原竜樹 野村裕一郎 片原竜樹 野村裕一郎 山下昌太郎 野村裕一郎 山下昌太郎 野村裕一郎 片原竜樹 野村裕一郎 片原竜樹

53 4763 4763 近畿大学 髙井惟吹 巽遼平 髙井惟吹 巽遼平 髙井惟吹 山口倫太郎 髙井惟吹 山口倫太郎 髙井惟吹 山口倫太郎 髙井惟吹 山口倫太郎 髙井惟吹 巽遼平 髙井惟吹 巽遼平

54 4637 4495 近畿大学 野田大葵 山口真矢 野田大葵 山口真矢 野田大葵 山口真矢 野田大葵 山口真矢 野田大葵 山口真矢 岡野祐大 山口真矢 野田大葵 山口真矢 野田大葵 山口真矢

55 4780 4780 大阪大学 成田修佑 多々良昌樹 成田修佑 多々良昌樹 成田修佑 多々良昌樹 成田修佑 多々良昌樹 成田修佑 多々良昌樹 成田修佑 多々良昌樹 成田修佑 多々良昌樹 成田修佑 多々良昌樹

56 4708 4708 大阪大学 苧坂航汰 名畑元喜 苧坂航汰 名畑元喜 苧坂航汰 名畑元喜 苧坂航汰 名畑元喜 苧坂航汰 名畑元喜 苧坂航汰 名畑元喜 苧坂航汰 名畑元喜 苧坂航汰 鈴木靖二

57 4664 4664 大阪大学 植田創太 金谷孝一郎 植田創太 金谷孝一郎 植田創太 金谷孝一郎 植田創太 金谷孝一郎 植田創太 金谷孝一郎 植田創太 金谷孝一郎 植田創太 金谷孝一郎 植田創太 金谷孝一郎

58 4811 4811 広島大学 比嘉竜太郎 西半琢真 比嘉竜太郎 西半琢真 比嘉竜太郎 西半琢真 比嘉竜太郎 西半琢真 比嘉竜太郎 西半琢真 比嘉竜太郎 西半琢真 比嘉竜太郎 西半琢真 比嘉竜太郎 西半琢真

59 4675 4675 広島大学 河野拓未 森安新 河野拓未 森安新 河野拓未 森安新 河野拓未 因幡健太 河野拓未 因幡健太 河野拓未 因幡健太 河野拓未 因幡健太 河野拓未 因幡健太

60 4523 4523 広島大学 岡崎文哉 因幡健太 岡崎文哉 因幡健太 岡崎文哉 因幡健太 岡崎文哉 森安新 岡崎文哉 森安新 岡崎文哉 森安新 岡崎文哉 森安新 岡崎文哉 森安新

61 4743 4743 愛媛大学 山本隆介 岸川治貴 山本隆介 岸川治貴 山本隆介 岸川治貴 山本隆介 岸川治貴 山本隆介 岸川治貴 山本隆介 岸川治貴 山本隆介 西村愛恵 山本隆介 西村愛恵

62 4417 4417 愛媛大学 佐藤太一 芝田翔真 佐藤太一 芝田翔真 佐藤太一 芝田翔真 佐藤太一 芝田翔真 佐藤太一 芝田翔真 佐藤太一 芝田翔真 佐藤太一 芝田翔真 佐藤太一 芝田翔真

63 3845 3845 愛媛大学 小西里穂 鍋良桂吾 小西里穂 鍋良桂吾 小西里穂 鍋良桂吾 小西里穂 鍋良桂吾 小西里穂 鍋良桂吾 小西里穂 鍋良桂吾 小西里穂 鍋良桂吾 小西里穂 鍋良桂吾

64 4712 4712 福岡大学 五嶋杏莉 松尾和樹 五嶋杏莉 松尾和樹 五嶋杏莉 松尾和樹 五嶋杏莉 松尾和樹 五嶋杏莉 松尾和樹 五嶋杏莉 松尾和樹 五嶋杏莉 松尾和樹 五嶋杏莉 松尾和樹

65 4683 4683 福岡大学 藤田奏音 春山祥輝 藤田奏音 春山祥輝 藤田奏音 春山祥輝 藤田奏音 春山祥輝 藤田奏音 春山祥輝 藤田奏音 春山祥輝 藤田奏音 春山祥輝 藤田奏音 春山祥輝

66 4542 4750 福岡大学 徳丸凪 足立健太郎 池田龍平 足立健太郎 徳丸凪 足立健太郎 徳丸凪 足立健太郎 徳丸凪 足立健太郎 池田龍平 足立健太郎 徳丸凪 足立健太郎 徳丸凪 足立健太郎

67 4832 4832 九州大学 山下龍司 金子朔也 山下龍司 金子朔也 山下龍司 金子朔也 山下龍司 金子朔也 山下龍司 金子朔也 山下龍司 金子朔也 山下龍司 金子朔也 山下龍司 金子朔也

68 4814 4814 九州大学 錦見昇之介 上野大一 錦見昇之介 上野大一 錦見昇之介 上野大一 錦見昇之介 上野大一 錦見昇之介 上野大一 錦見昇之介 上野大一 錦見昇之介 上野大一 錦見昇之介 上野大一

69 4717 4717 九州大学 久保春喜 伊井宥景 久保春喜 伊井宥景 久保春喜 伊井宥景 久保春喜 伊井宥景 久保春喜 伊井宥景 久保春喜 伊井宥景 久保春喜 伊井宥景 久保春喜 伊井宥景

70 4813 4813 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 北方雄悟 中村豪太

71 4800 4800 日本経済大学 糸瀬雅玖翔 中村豪太 糸瀬雅玖翔 中村豪太 糸瀬雅玖翔 中村豪太 糸瀬雅玖翔 松尾勇輝 糸瀬雅玖翔 松尾勇輝 糸瀬雅玖翔 松尾勇輝 糸瀬雅玖翔 中村豪太 関蒼太 安藤司

72 4758 4758 日本経済大学 濵田登羽 宮崎朝光 濵田登羽 宮崎朝光 濵田登羽 宮崎朝光 濵田登羽 宮崎朝光 濵田登羽 宮崎朝光 濵田登羽 宮崎朝光 濵田登羽 宮崎朝光 濵田登羽 宮崎朝光
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