
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

新西宮ヨツ
国際スナイ 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���
リコール恥． ��Xｧykﾂ�スキッパー �4�8ｸ�ｲ�着順 亅X犬�得点 �(X��順位 �;�5��着順 亅X犬�得点 �(X��慣位 �;�5��得点合計 ��ﾘﾘx�犬�

1 ���大阪大学 冉ｸﾏｸ���yuB�仲谷宗一郎 ��b�15 ��R�DNF 妊臙�32 ��"�12 ��"�DNF 妊臙�32 涛��17 

2 �"�大阪大学 伜)68��dﾙWb�白坂　憲士 ����RAF �3"�13 ��2�13 ����19 ����DNF 妊臙�32 涛b�19 

3 �2�大阪大学 �x�(���譴�猪原　透 ��B�13 ��2�DNF 妊臙�32 ��b�16 ��b�DNF 妊臙�32 涛2�18 

4 釘�大阪市立大学 伜�68��&ﾘｫ��木村　亮治 妊�2�DNC �3"�DNC 妊�2�32 妊�2�DNC �3"�DNC 妊�2�32 ��#��28 

5 迭�大阪市立大学 ��X皐ﾛ處X���斉藤　聡仁 妊�2�DNC �3"�DNC 妊�2�32 妊�2�DNC �3"�DNC 妊�2�32 ��#��28 

6＿ 澱�大阪市立大学 �H�8��ｫ��松野　皐 妊�2�DNC �3"�DNC 妊�2�32 妊�2�DNC �3"�DNC 妊�2�32 ��#��28 

7 ��b�追手門学院大学 ��ｨ�8��Oﾉ=韈��埴岡　誠也 簸52�OCS �3"�DNF 妊臙�32 �#b�26 �#b�DNF 妊臙�32 ��#"�27 

8 �#"�関西学院大学 偃�'ﾈ��訷秤[ﾒ�浅原　宗一郎 ���1 ���9 湯�9 途�7 途�2 �"�2 ����5 

9 �#2�関西学院大学 傅ﾈﾄ���ﾔ靫��筒井　悠太 �2�3 �2�7 途�7 �2�3 �2�5 迭�5 ����4 

10 �#B�関西学院大学 乂靈H��yﾉEB�山口　茜 ��r�16 ��b�15 ��R�15 �#��21 �#��DNF 妊臙�32 塔B�16 

11 �#R�近畿大学 �(i68��ﾏXｴ��横山　功典 ����10 ����4 釘�4 湯�9 湯�DNF 妊臙�32 鉄R�6 

12 �#b�近畿大学 �ﾙnﾈ��ﾋ9;��田畑　光曙 釘�4 釘�2 �"�2 �"�2 �"�3 �2�3 ����2 

13 �#r�近畿大学 俤y68���Y�"�田辺　領 �#��20 �#��DNF 妊臙�32 �#"�22 �#"�DNF 妊臙�32 ���b�23 

14 �#��甲南大学 冕�h��耳ｴ��堀尾　卓人 ����17 ��r�DNF 妊臙�32 ��R�15 ��R�DNF 妊臙�32 涛b�21 

15 �#��甲南大学 ���gｸ��iﾉyﾘ���大中　裕貴 ����18 ����DNF 妊臙�32 ��B�14 ��B�DNF 妊臙�32 涛b�20 

16 �3��甲南大学 俑�68��叫nr�梅田　■茜 ��R�14 ��B�16 ��b�16 �#��20 �#��DNF 妊臙�32 塔"�14 

17 �3��神戸大学 卞�;����y���岡本　和文 ��52�OCS �3"�5 迭�5、 店�ﾂ�5 迭�DNF 妊臙�32 都B�13 

18 �3"�神戸大学 俎)g���;���加藤　明 唐�8 唐�10 ����10 唐�8 唐�OCS 簸52�32 鉄��8 

19 �32�神戸大学 ��ﾉ68��自u��中野　泰志 �"�2 �"�3 �2�3 釘�4 釘�4 釘�4 ��2�3 

20 鼎��和歌山大学 冉ｸ�������o"�林　千尋 湯�9 湯�11 ����11 妊�2�DNC �3"�DNC ���2�32 塔B�15 

21 鼎��和歌山大学 亳ygｸ��M饑ｲ�原田　良佑 妊�2�DNC �3"�DNC 妊�2�32 �#2�23 �#2�DNF 妊臙�32 �����26 

22 鼎2�神戸大学医学部 ��)m���ﾔyt��白鹿　晶子 澱�6 澱�1 ���1 ���1 ���1 ���1 湯�1 

－23 鼎B�神戸大学医学部 儺�H��ﾉｸ���中居　伴充 �#��19 ����DNF 妊臙�32 ����18 ����DNF 妊臙�32 �����22 

24 鼎R�神戸大学医学部－ 兀餾H��ﾊｸ謦�植村　憲 �#2�22 �#"�6 澱�6 ����10 ����DNF 妊臙�32 都��11 

25 鼎b�兵庫医科大学 ��ﾈ����dﾙTb�松本　学 妊�2�DNC �3"�DNF 妊臙�32 妊臙�DNF �3"�DNF 妊臙�32 ��#��28 

26 鼎r�兵庫医科大学 俘)68��vﾘ���藤間　知夫 �#"�21 �#��DNF 妊臙�32 �#B�24 �#B�DNF 妊臙�32 �����24 

27 鉄��関西学院大学 伜)gｸ���x���初田　敏隆 迭�5 迭�8 唐�8 ��2�13 ��2�DNF 妊臙�32 鉄��7 

28 鉄��関西学院大学 �H�8��uIOﾈ���末繁　まゆ ��"�11 ����14 ��B�14 澱�6 澱�DNF 妊臙�32 田2�9 

29 鉄"�関西学院大学 ���68��{｢�難波　尚之 ��2�12 ��"�12 ��"�12 ��r�17 ��r�DNF 妊臙�32 都2�12 

30 鉄2�甲南大学 俑ｩgｸ���8ﾝ��田中　智也 �#B�23 �#2�DNF 妊臙�32 �#R�25 �#R�DNF 妊臙�32 ���"�25 

31 鉄R�神戸大学 舒ﾉ�ﾘ��ﾊｨ���瀬戸　大書 途�7 途�17 ��r�17 ����11 ����DNF 妊臙�32 田r�10 

スタート時刻 劔�#i?｣�(�c�h�c����26日13：21：00 剴#y?ｨ�����cSx�c����27日11：07：00 剪�

先頭艇フィニッシュ時刻 劔�#i?｣�(�cS��cCR��26日14：14：38 剴#y?｣���cC��c3���27日12：15：23 

レース終了時刻 劔�#i?｣�8�c�h�c�B��26日14：24：38 剴#y?｣���cS��c3���27日12：25：23 

ノ　コース 劔���ﾃ(�ﾃ8�ﾃ��ﾃB�刄g2－3－ト4 剴��ﾃ(�ﾃ8�ﾈ6sB��1－2－3－ト4 

天　候 劔���.｢�剞ｰれ 劔��.｢�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 


