
関西学生ヨット新人選手権大会
種目別得点集計表

平成23年11月26日～平成23年11月27日

新西宮ヨットハーバー
国際470級

No． ��劔�c�8ﾈ�ｸ5��剔�2レース 劔�c88ﾈ�ｸ5��剔�4レース 劍ﾜX��ﾉ���
リコールNo． ��Xｧykﾂ�スキッパー �4�8ｸ�ｲ�着順 傀x犬�得点 �(X��順位 �;�5��着順 俑�犬�得点 �(X��順位 �;�5��得点合計 ��ﾘﾘx�犬�

1 ���大阪大学 倚���tH��好岡　大輔 �#"�22 �#"�DNF 妊臙�33 ��b�16 ��b�DNF 妊臙�33 ���B�21 

2 �"�大阪大学 ��9�ｨ��ﾉ)�ﾂ�今福　亮斗 ����11 ����4 滴�B�4 �2�3 �2�DNF 妊臙�33 鉄��6 

3 釘�大阪市立大学 倅�H��{(譴�越智　稜惰 妊�2�DNC �32�DNC 妊�2�33 妊�2�DNC �32�DNC 妊�2�33 ��3"�29 

4 迭�大阪市立大学 �-x�8���ﾉh��長坂　拓弥 妊�2�DNC �32�DNC 妊�2�33 妊�2�DNC �32�DNC 妊�2�33 ��3"�29 

5 澱�大阪市立大学 仆Igｸ���ﾘ��阪本　真基 妊�2�DNC �32�DNC 妊�2�33 妊�2�DNC �32�DNC 妊�2�33 ��3"�29 

6 ����大阪経済大学 做亥(���爾�光延　隼人 �#��21 �#��DNF 妊臙�33 �#R�25 �#R�DNF 妊臙�33 ���"�24 

7 �#"�関西学院大学 傴ﾈ岑��ﾈｲ�疋田　大農 ���1 ���3 �2�3 湯�9 湯�1 ���1 ��B�2 

8 �(�ﾃ2�関西学院大学 ��ﾉOh���ﾞﾂ�中川　干昌 �"�2 �"�1 ���1 ���1 ���5 迭�5 湯�1 

9 �#B�関西学院大学 ���ﾈ����ﾜb�佐藤　就 �2�3 �2�17 ��r�17 ��r�17 ��r�DNF 禰6xｬﾂ�33 都��13 

10－ �#R�近畿大学 俟�ﾏｸ��j"�潰口　雄一 唐�8 唐�11 ����11 唐�8 唐�DNF 妊臙�33 田��9 

11 �#b�近畿大学 �:�Oh��Y�ﾔ��三箇　浩平 迭�5 迭�5 迭�5 ����10 ����DNF 妊臙�33 鉄2�8 

12 �#r�近畿大学 ��9�ｨ��yﾘ���原　風歌 湯�9 湯�14 ��B�14 �#��21 �#��DNF 妊臙�33 都r�14 

13 �#��甲南大学 ��8��恢ﾛ倡��田中　祐介 ��B�14 ��B�19 ����19 �#2�23 �#2�DNF 妊臙�33 塔��18 

14 �#��甲南大学 ������yb�森　一将 ����10 ����8 唐�8 �"�2 �"�DNF 妊臙�33 鉄2�7 

15 �3��甲南大学 亳y�(��鰍�高永　駿－ ��r�17 ��r�18 ����18 ��2�13 ��2�DNF 妊臙�33 塔��16 

16 �3��神戸大学 乖��ﾈ��ｦ�｢�若松　幸秀 ����19 ����15 ��R�15 ����PTP �#"�DNF 妊臙�33 塔��19 

17 �3"�神戸大学 �69(h��-�h��佐伯　健太 ��"�12 ��"�12 ��(�B�12 ����11 ����DNF 妊臙�33－ 田��12 

18 �32�神戸大学 傴ﾉ68��ｺ����土井　航平 澱�6 澱�10 ����10 ��R�15 ��R�3 �2�3 �3B�5 

19 鼎��和歌山大学 伜(ﾞ���ﾕr�島田　亮平 途�7 途�2 �"�2 釘�4 釘�4 釘�4 ��r�3 

20 鼎��和歌山大学 ��亥(��ﾅｸ截�楠　貴紘 �#R�25 �#R�DNF 妊臙�33 ����18 ����DNF 妊臙�33 �����23 

21 鼎2�神戸大学医学部 ��冏ｸ��h9K��山口　真季 �#2�23 �#2�DNF 妊臙�33 �#B�24 �#B�DNF 妊臙�33 ���2�25 

22■ 鼎B�神戸大学医学部 �)�8皐��ﾔyt2�上田　隆 �#B�24 �#B�16 ��b�16 ��"�12 ��"�DNF 妊臙�33 塔R�17 

23 鼎R�神戸大学医学部 �;�H�����B�曽根　尚彦 �#b�26 �#b�DNF 妊臙�33 �#"�22 �#"�DNF 妊臙�33 ���B�26 

24 鼎b�兵庫医科大学 �(憙��ﾘ�樞�賀集　のぞみ 妊臙�DNF �32�DNF 妊臙�33 �#r�27 �#r�DNF 妊臙�33 ��#b�27 

25 鼎r�兵庫医科大学－ 傅ﾉ�(����友野　雅人 妊�2�DNC �32�DNF 妊臙�33 妊�2�DNC �32�DNC 妊�2�33 ��3"�29 

26 鼎��兵庫医科大学 冏�H���颱b�加藤　優 妊�2�DNC �32�DNF 妊臙�33 �#��28 �#��DNF 妊臙�33 ��#r�28 

27 鉄��関西学院大学 俟��8��$)6ﾂ�俣江　広敬 ����18 ����13 ��2�13 ��B�14 ��B�DNF 妊臙�33 都��15 

28 鉄��関西学院大学 倅�H��ｴ倡��西尾　将志 釘�4 釘�6 澱�6 澱�6 澱�2 �"�2 ����4 

29 鉄"�関西学院大学 做ﾙm���鰍�中野　祐介 ��R�15 ��R�9 湯�9 迭�5 迭�DNF 妊臙�33 田"�10 

30 鉄2�甲南大学 兌ﾙnﾈ��t駭r�中島　大輔 ��b�16 ��b�DNF 妊臙�33 �#b�26 �#b�DNF 妊臙�33 �����22 

31 鉄B�甲南大学 ��968���ﾙnr�大倉　達彦 ��2�13 ��2�DNF 妊臙�33 �#��20 �#��DNF 妊臙�33 涛��20 

32 鉄R�神戸大学 兀�H��'����関　航 �#��20 �#��7 途�7 途�7 途�DNF 妊臙�33 田r�11 

スタート時刻 劔�#i?｣�(�c���c����26日13：15：00 剴#y?ｨ�����cS��c����27日11：01：00 剪�

先頭艇フィニッシュ時刻 劔�#i?｣�(�cS��c#���26日14：00：11 剴#y?｣���c3��c����27日11：54：04 

レース終了時刻 劔�#i?｣�8�c���c#���26日14：10：11 剴#y?｣���s3��c#���27日12：04：04 

コース 劔���ﾃ(�ﾃ8�ﾃ��ﾃB��1－2－3－1－4 剴��ﾃ(�ﾃ8�ﾃ��ﾃB�刄g2－3疇1－4 

天　候 劔���.｢�剞ｰれ 劔��.ｨ��-b�剞ｰれ 

風　向 劔�#�����2100 剴C����400 

風　速 劔�(�C�ﾘ��2��2．2m／S 剴(�Cfﾘ��2��2．0m／S 

波　高 劔���C6ﾒ��0．3m 剴��C6ﾒ��0．3m 

水温・気温 劔����C��������C�����00．0℃／00．0℃ 剴���C��������C�����00．0℃／00．0℃ 

出走艇数 劔��/���0艇 剴�/���0艇 


