
・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

1 31519 31519 北海道大学 勝又瑛士 牧野翔太 勝又瑛士 牧野翔太 勝又瑛士 牧野翔太 勝又瑛士 牧野翔太 勝又瑛士 牧野翔太 勝又瑛士 牧野翔太 勝又瑛士 牧野翔太

2 31416 31416 北海道大学 須藤志保 佐藤大地 須藤志保 佐藤大地 須藤志保 佐藤大地 須藤志保 佐藤大地 須藤志保 佐藤大地 須藤志保 佐藤大地 須藤志保 佐藤大地

3 30636 30636 北海道大学 小林孝有 若林直人 小林孝有 若林直人 小林孝有 若林直人 小林孝有 若林直人 小林孝有 若林直人 小林孝有 若林直人 小林孝有 若林直人

4 31772 31772 新潟大学 高橋実来 大鋸健太 高橋実来 大鋸健太 高橋実来 大鋸健太 高橋実来 大鋸健太 高橋実来 大鋸健太 高橋実来 大鋸健太 高橋実来 大鋸健太

5 30927 30927 新潟大学 松澤しば 高橋珠理 松澤しば 高橋珠理 松澤しば 高橋珠理 松澤しば 高橋珠理 松澤しば 高橋珠理 松澤しば 高橋珠理 松澤しば 高橋珠理

6 30645 30645 新潟大学 塚田裕介 宮村風花 塚田裕介 宮村風花 塚田裕介 宮村風花 塚田裕介 宮村風花 塚田裕介 宮村風花 塚田裕介 宮村風花 塚田裕介 宮村風花

7 31813 31813 早稲田大学 服部陸太 河﨑元紀 服部陸太 河﨑元紀 服部陸太 河﨑元紀 服部陸太 河﨑元紀 服部陸太 河﨑元紀 服部陸太 河﨑元紀 服部陸太 河﨑元紀

8 31737 31737 早稲田大学 鈴木義弘 鶴岡由梨奈 鈴木義弘 鶴岡由梨奈 鈴木義弘 青柳建佑 鈴木義弘 青柳建佑 鈴木義弘 青柳建佑 鈴木義弘 鶴岡由梨奈 鈴木義弘 鶴岡由梨奈

9 31584 31584 早稲田大学 大久保優輝 根本優樹 大久保優輝 根本優樹 大久保優輝 根本優樹 大久保優輝 根本優樹 大久保優輝 根本優樹 大久保優輝 根本優樹 大久保優輝 根本優樹

10 31798 31798 日本大学 廣原周 須永笑顔 廣原周 須永笑顔 廣原周 須永笑顔 廣原周 須永笑顔 廣原周 須永笑顔 廣原周 須永笑顔 廣原周 須永笑顔

11 31561 31652 日本大学 宇田川涼太郎 石井航 宇田川涼太郎 石井航 宇田川涼太郎 石井航 宇田川涼太郎 石井航 宇田川涼太郎 石井航 宇田川涼太郎 石井航 宇田川涼太郎 石井航

12 31495 31495 日本大学 渡邊康輝 宮崎皇 渡邊康輝 宮崎皇 鴻上ひかる 鈴木槙 渡邊康輝 宮崎皇 鴻上ひかる 宮崎皇 鴻上ひかる 宮崎皇 鴻上ひかる 宮崎皇

13 31754 31754 中央大学 桐井航汰 兒島皓紀 桐井航汰 兒島皓紀 桐井航汰 山下浩輝 桐井航汰 山下浩輝 桐井航汰 山下浩輝 桐井航汰 兒島皓紀 桐井航汰 兒島皓紀

14 31652 31652 中央大学 黒田研一郎 熊倉優 黒田研一郎 熊倉優 黒田研一郎 熊倉優 黒田研一郎 熊倉優 黒田研一郎 熊倉優 黒田研一郎 熊倉優 黒田研一郎 熊倉優

15 31319 31319 中央大学 廣瀬翔大 中野太陽 廣瀬翔大 中野太陽 廣瀬翔大 中野太陽 廣瀬翔大 坂木英二郎 廣瀬翔大 坂木英二郎 廣瀬翔大 中野太陽 廣瀬翔大 中野太陽

16 31809 31809 慶應義塾大学 磯村麟之介 田口大悟 磯村麟之介 田口大悟 磯村麟之介 田口大悟 磯村麟之介 田口大悟 磯村麟之介 田口大悟 磯村麟之介 田口大悟 磯村麟之介 田口大悟

17 31675 31675 慶應義塾大学 梅迫良輔 佐藤一真 梅迫良輔 佐藤一真 梅迫良輔 佐藤一真 梅迫良輔 佐藤一真 梅迫良輔 佐藤一真 梅迫良輔 佐藤一真 梅迫良輔 佐藤一真

18 31518 31518 慶應義塾大学 須田智也 村杉勇太 須田智也 村杉勇太 須田智也 村杉勇太 須田智也 村杉勇太 須田智也 村杉勇太 須田智也 村杉勇太 須田智也 村杉勇太

19 31494 31494 東京大学 古山晋 大根田智也 古山晋 大根田智也 古山晋 大根田智也 古山晋 大根田智也 古山晋 大根田智也 古山晋 大根田智也 古山晋 大根田智也

20 31418 31418 東京大学 大野達也 柳澤球太郎 大野達也 柳澤球太郎 大野達也 柳澤球大朗 大野達也 柳澤球大朗 大野達也 柳澤球大朗 大野達也 柳澤球大郎 大野達也 柳澤球大郎

21 31308 31308 東京大学 西尾拓大 山村紅葉 西尾拓大 山村紅葉 西尾拓大 山村紅葉 西尾拓大 山村紅葉 西尾拓大 山村紅葉 西尾拓大 山村紅葉 西尾拓大 山村紅葉

22 31658 31658 立教大学 谷望 高橋弥由 谷望 高橋弥由 谷望 小河寛和 谷望 小河寛和 谷望 小河寛和 谷望 高橋弥由 谷望 高橋弥由

23 31498 31498 立教大学 沖本航太朗 内野竜 沖本航太朗 内野竜 沖本航太朗 内野竜 沖本航太朗 内野竜 沖本航太朗 内野竜 沖本航太朗 内野竜 沖本航太朗 内野竜

24 31310 31310 立教大学 山田航 小河寛和 山田航 小河寛和 山田航 屋田章吾 山田航 屋田章吾 山田航 屋田章吾 山田航 小河寛和 山田航 小河寛和

25 31746 31746 東京工業大学 岩倉遼河 道下俊祐 岩倉遼河 道下俊祐 岩倉遼河 道下俊祐 岩倉遼河 道下俊祐 岩倉遼河 道下俊祐 岩倉遼河 道下俊祐 岩倉遼河 道下俊祐

26 31430 31430 東京工業大学 蒔田翔吾 西岡龍 蒔田翔吾 西岡龍 蒔田翔吾 西岡龍 蒔田翔吾 西岡龍 蒔田翔吾 西岡龍 蒔田翔吾 西岡龍 蒔田翔吾 西岡龍

27 30978 30978 東京工業大学 池田大輝 花崎龍矢 池田大輝 花崎龍矢 池田大輝 花崎龍矢 池田大輝 花崎龍矢 池田大輝 花崎龍矢 池田大輝 花崎龍矢 池田大輝 花崎龍矢

28 31732 31732 法政大学 一木健吾 中村太河 一木健吾 中村太河 一木健吾 中村太河 一木健吾 中村太河 一木健吾 中村太河 一木健吾 中村太河 一木健吾 中村太河

29 31521 31521 法政大学 秋元佑介 藤井日向子 秋元佑介 藤井日向子 秋元佑介 藤井日向子 秋元佑介 藤井日向子 秋元佑介 藤井日向子 秋元佑介 藤井日向子 秋元佑介 藤井日向子

30 31496 31496 法政大学 佐野翼 山口七夢 佐野翼 山口七夢 佐野翼 山口七夢 佐野翼 山口七夢 佐野翼 山口七夢 佐野翼 山口七夢 佐野翼 山口七夢

31 31690 31690 名古屋工業大学 酒井瑞生 橋本慧海 酒井瑞生 衣川純平 酒井瑞生 橋本慧海 酒井瑞生 橋本慧海 酒井瑞生 橋本慧海 酒井瑞生 橋本慧海 酒井瑞生 橋本慧海

32 31689 31689 名古屋工業大学 松下修弥 加藤雅基 木村総士 髙野陸斗 松下修弥 加藤雅基 木村総士 髙野陸斗 木村総士 髙野陸斗 松下修弥 加藤雅基 木村総士 髙野陸斗

33 31246 31246 名古屋工業大学 竹尾巧太郎 二見凛人 竹尾巧太郎 二見凛人 竹尾巧太郎 二見凛人 竹尾巧太郎 馬渕優真 竹尾巧太郎 馬渕優真 竹尾巧太郎 二見凛人 竹尾巧太郎 二見凛人

34 31565 31818 同志社大学 石谷翔 糸川朝子 石谷翔 糸川朝子 西内海斗 石谷翔 西内海斗 石谷翔 西内海斗 石谷翔 西内海斗 石谷翔 西内海斗 石谷翔

35 31373 31373 同志社大学 内貴航路朗 秋田一樹 内貴航路朗 秋田一樹 内貴航路朗 秋田一樹 内貴航路朗 秋田一樹 内貴航路朗 秋田一樹 内貴航路朗 秋田一樹 内貴航路朗 秋田一樹

36 31363 31363 同志社大学 西尾将暉 川内俊亮 西尾将暉 川内俊亮 西尾将暉 川内俊亮 西尾将暉 川内俊亮 西尾将暉 川内俊亮 西尾将暉 川内俊亮 西尾将暉 川内俊亮

37 31774 31774 京都大学 鈴木亮太朗 能津竣一 岡本旺成 網谷拓馬 鈴木亮太朗 能津竣一 鈴木亮太朗 能津竣一 鈴木亮太朗 能津竣一 鈴木亮太朗 能津竣一 鈴木亮太朗 能津竣一

38 31471 31471 京都大学 南野仁 金坂知樹 南野仁 金坂知樹 南野仁 金坂知樹 南野仁 金坂知樹 南野仁 金坂知樹 南野仁 金坂知樹 南野仁 金坂知樹

39 31183 31183 京都大学 沼田来紀 原田達郎 沼田来紀 原田達郎 沼田来紀 原田達郎 沼田来紀 原田達郎 沼田来紀 原田達郎 沼田来紀 原田達郎 沼田来紀 原田達郎

40 31556 31556 立命館大学 山地海心 池田拓己 山地海心 池田拓己 夛田晴香 小佐川紘以 池田未奈 小佐川紘以 瀬藤稜 小佐川紘以 夛田晴香 小佐川紘以 夛田晴香 小佐川紘以

41 31734 31412 立命館大学 中井竜聖 西村竜哉 中井竜聖 西村竜哉 中井竜聖 西村竜哉 中井竜聖 西村竜哉 中井竜聖 西村竜哉 中井竜聖 西村竜哉 中井竜聖 西村竜哉

42 31392 31392 立命館大学 池田未奈 井上功也 池田未奈 井上功也 池田未奈 井上功也 山地海心 池田拓己 山地海心 池田拓己 池田未奈 井上功也 池田未奈 井上功也

43 31389 31389 京都産業大学 西村駿徳 竹村優里 西村駿徳 竹村優里 西村駿徳 巌田あすな 西村駿徳 巌田あすな 西村駿徳 出村悠太 西村駿徳 巌田あすな 西村駿徳 巌田あすな

44 31254 31254 京都産業大学 泉梨乃 本多遼太郎 泉梨乃 巌田あすな 泉梨乃 本多遼太郎 中津美香 本多遼太郎 青山竜也 本多遼太郎 泉梨乃 本多遼太郎 泉梨乃 本多遼太郎

45 30251 30803 京都産業大学 鈴木萌風 出村悠太 鈴木萌風 出村悠太 鈴木萌風 出村悠太 青山竜也 出村悠太 鈴木萌歌 泉梨乃 鈴木萌風 出村悠太 鈴木萌風 出村悠太

46 30305 30305 富山大学 佐野嚴 藤田遼太郎 佐野嚴 藤田遼太郎 佐野嚴 藤田遼太郎 國見誠史郎 藤田遼太郎 岡本昂希 藤田遼太郎 佐野嚴 藤田遼太郎 佐野嚴 藤田遼太郎

47 31649 31649 富山大学 柿元良太 九野圭佑 柿元良太 九野圭佑 柿元良太 九野圭佑 柿元良太 九野圭佑 柿元良太 九野圭佑 柿元良太 九野圭佑 柿元良太 九野圭佑

48 30977 30977 富山大学 野村建太 小野泰雅 野村建太 小野泰雅 野村建太 小野泰雅 野村建太 小野泰雅 野村建太 小野泰雅 野村建太 小野泰雅 野村建太 小野泰雅

49 31780 31780 関西学院大学 熊本悠人 山口栞奈 熊本悠人 山口栞奈 熊本悠人 山口栞奈 熊本悠人 山口栞奈 大堀達也 江本遼斗 高菅峻 清水遥斗 高菅峻 清水遥斗

50 31387 31387 関西学院大学 石田穂乃果 林大和 石田穂乃果 林大和 石田穂乃果 林大和 石田穂乃果 林大和 熊本悠人 山口栞奈 熊本悠人 山口栞奈 熊本悠人 山口栞奈

51 31351 31351 関西学院大学 高菅峻 清水遥斗 高菅峻 清水遥斗 高菅峻 清水遥斗 高菅峻 清水遥斗 高菅峻 清水遥斗 石田穂乃果 林大和 石田穂乃果 林大和

52 31735 31735 関西大学 増田光 竹中麻結 増田光 竹中麻結 増田光 竹中麻結 増田光 永留大偉 増田光 竹中麻結 赤松佑香 児玉沙耶佳 赤松佑香 児玉沙耶佳

53 31716 31716 関西大学 河野大陸 松岡千咲 河野大陸 松岡千咲 河野大陸 松岡千咲 赤松佑香 児玉沙耶佳 河野大陸 松岡千咲 河野大陸 松岡千咲 河野大陸 竹中麻結

54 31358 31358 関西大学 田代彩子 佐田ひなた 田代彩子 児玉沙耶佳 田代彩子 奥村悠大 田代彩子 奥村悠大 赤松佑香 児玉沙耶佳 田代彩子 佐田ひなた 増田光 佐田ひなた

55 31623 31623 広島大学 竹中彩人 西側慎一郎 竹中彩人 西側慎一郎 竹中彩人 西側慎一郎 竹中彩人 西側慎一郎 竹中彩人 西側慎一郎 竹中彩人 西側慎一郎 竹中彩人 西側慎一郎

56 31305 31305 広島大学 山本莉久 玉川生 山本莉久 玉川生 山本莉久 玉川生 山本莉久 玉川生 山本莉久 玉川生 山本莉久 玉川生 山本莉久 玉川生

57 30804 30804 広島大学 八重樫直希 神下大樹 八重樫直希 神下大樹 八重樫直希 神下大樹 八重樫直希 神下大樹 八重樫直希 神下大樹 八重樫直希 神下大樹 八重樫直希 神下大樹

58 31619 31619 香川大学 仙田悠人 松下慧悟 仙田悠人 松下慧悟 仙田悠人 松下慧悟 仙田悠人 松下慧悟 仙田悠人 松下慧悟 仙田悠人 松下慧悟 仙田悠人 松下慧悟

59 28413 31056 香川大学 高杉しおり 兵頭岳樹 高杉しおり 兵頭岳樹 高杉しおり 兵頭岳樹 高杉しおり 兵頭岳樹 高杉しおり 兵頭岳樹 高杉しおり 兵頭岳樹 高杉しおり 兵頭岳樹

60 28787 26180 香川大学 的場大晟 川路真桜 的場大晟 川路真桜 的場大晟 川路真桜 的場大晟 川路真桜 的場大晟 川路真桜 的場大晟 川路真桜 的場大晟 川路真桜

61 31401 31401 福岡大学 鈴木杏依子 田邉雄人 鈴木杏依子 田邉雄人 鈴木杏依子 田邉雄人 鈴木杏依子 田邉雄人 鈴木杏依子 田邉雄人 鈴木杏依子 田邉雄人 鈴木杏依子 田邉雄人

62 31522 31522 福岡大学 河津優理 佐藤詩音 河津優理 佐藤詩音 河津優理 佐藤詩音 河津優理 佐藤詩音 河津優理 佐藤詩音 河津優理 佐藤詩音 河津優理 佐藤詩音

63 31022 31022 福岡大学 矢野竜大 田村優衣 矢野竜大 田村優衣 矢野竜大 田村優衣 矢野竜大 田村優衣 矢野竜大 田村優衣 矢野竜大 田村優衣 矢野竜大 田村優衣

64 31557 31557 九州大学 奥田祐大 入口武斗 奥田祐大 入口武斗 奥田祐大 入口武斗 奥田祐大 入口武斗 奥田祐大 入口武斗 奥田祐大 入口武斗 奥田祐大 入口武斗

65 31335 31335 九州大学 西本かなで 黒田大樹 西本かなで 黒田大樹 前田将太郎 引地勘太 西本かなで 黒田大樹 西本かなで 黒田大樹 西本かなで 黒田大樹 西本かなで 黒田大樹

66 31272 31272 九州大学 藤本航 下川隆治 藤本航 下川隆治 藤本航 下川隆治 藤本航 下川隆治 前田将太郎 下川隆治 藤本航 下川隆治 藤本航 下川隆治

67 30542 30012 鹿児島国際大学 松清里功 吉村春南 松清里功 吉村春南 松清里功 吉村春南 松清里功 吉村春南 松清里功 吉村春南 松清里功 吉村春南 松清里功 髙橋あい

68 30201 30201 鹿児島国際大学 上村太志 田中海誉 上村太志 田中海誉 上村太志 田中海誉 上村太志 今石理温 上村太志 今石理温 上村太志 田中海誉 上村太志 田中海誉

69 31687 31687 鹿児島国際大学 福吉達也 鎌田くるみ 福吉達也 鎌田くるみ 福吉達也 鎌田くるみ 福吉達也 鎌田くるみ 福吉達也 鎌田くるみ 福吉達也 鎌田くるみ 福吉達也 鎌田くるみ

70 30348 30348 鹿屋体育大学 深田光 生田大雄 深田光 生田大雄 深田光 生田大雄 深田光 中鉢賢匠 深田光 生田大雄 深田光 生田大雄 深田光 生田大雄

71 30642 30642 鹿屋体育大学 四枝翔生 山口篤郎 四枝翔生 山口篤郎 四枝翔生 野上諒 四枝翔生 野上諒 四枝翔生 野上諒 四枝翔生 山口篤郎 四枝翔生 山口篤郎

72 30917 30917 鹿屋体育大学 木田拳太郎 筒井颯太 木田拳太郎 牧口千貴 木田拳太郎 筒井颯太 木田拳太郎 牧口千貴 木田拳太郎 筒井颯太 木田拳太郎 牧口千貴 木田拳太郎 牧口千貴
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