
2007年ナショナルチーム選考レース　（参加選手一覧表）

Club

高木　克也  ﾀｶｷﾞ  ｶﾂﾔ
久保　　博  ｸﾎﾞ  ﾋﾛｼ
石川　裕也  ｲｼｶﾜ  ﾕｳﾔ 日本大学
野呂　英輔  ﾉﾛ  ｴｲｽｹ 日本大学
市野　直毅  ｲﾁﾉ  ﾅｵｷ 関西学院大学
佐藤　　翔  ｻﾄｳ  ｼｮｳ 関西学院大学
山田　　寛  ﾔﾏﾀﾞ  ｶﾝ SLED
中村　健一  ﾅｶﾑﾗ  ｹﾝｲﾁ SLED
渡辺　哲雄  ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾃﾂｵ 和歌山県星林高校
今村　公彦  ｲﾏﾑﾗ  ｷﾐﾋｺ JR九州
関　   一人  ｾｷ  ｶｽﾞﾄ 関東自動車工業
柳川　祥一  ﾔﾅｶﾞﾜ  ｼｮｳｲﾁ 関東自動車工業
川田　貴章  ｶﾜﾀ  ﾀｶｱｷ 東京大学
吉田　雄悟  ﾖｼﾀﾞ  ﾕｳｺﾞ 東京港埠頭公社
中村　公俊  ﾅｶﾑﾗ  ｷﾐﾄｼ 山口県ｾｰﾘﾝｸﾞ連盟
後藤　浩紀  ｺﾞﾄｳ  ﾋﾛｷ
白石潤一郎  ｼﾗｲｼ  ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ﾉｰｽｾｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ
東　　巧眞  ﾋｶﾞｼ  ﾀｸﾏ ﾉｰｽｾｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ
松永　鉄也  ﾏﾂﾅｶﾞ  ﾃﾂﾔ ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ
上野　太郎  ｳｴﾉ  ﾀﾛｳ ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ
前田　弘樹  ﾏｴﾀﾞ  ﾋﾛｷ ｴｽ･ﾋﾟｰ･ﾈｯﾄﾜｰｸ
谷川　亮介  ﾀﾆｶﾞﾜ  ﾘｮｳｽｹ ｴｽ･ﾋﾟｰ･ﾈｯﾄﾜｰｸ

艇 名

近藤　　 愛  ｺﾝﾄﾞｳ  ｱｲ ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
鎌田奈緒子  ｶﾏﾀ  ﾅｵｺ ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
井嶋千寿子  ｲｼﾞﾏ  ﾁｽﾞｺ 東亜建設工業
加藤　彩香  ｶﾄｳ  ｻﾔｶ 東亜建設工業
田畑和歌子  ﾀﾊﾞﾀ  ﾜｶｺ 第一経済大学
福井慎奈美  ﾌｸｲ  ﾏﾅﾐ 静岡大学
仲野　照美  ﾅｶﾉ  ﾃﾙﾐ team挑戦
森　菜津子  ﾓﾘ  ﾅﾂｺ team挑戦
吉迫　由香  ﾖｼｻｺ  ﾕｶ ﾍﾞﾈｯｾｾｰﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ
大熊　典子  ｵｵｸﾏ  ﾉﾘｺ ﾍﾞﾈｯｾｾｰﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ
佐藤麻衣子  ｻﾄｳ  ﾏｲｺ 中部ｶﾞｽ（株）
池本　　碧  ｲｹﾓﾄ  ﾐﾄﾞﾘ  東海海洋大学

艇 名

1 162552 真田　敦史  ｻﾅﾀﾞ  ｱﾂｼ 東京ﾍﾞｲﾌﾘｰﾄ
2 165002 ﾎｰﾙ  ｲｱﾝ  ﾎｰﾙ  ｲｱﾝ 第一経済大学
3 173734 永井　久規  ﾅｶﾞｲ  ﾋｻｷ 豊田合成（株）
4 175165 沖西　祥宏  ｵｷﾆｼ  ﾖｼﾋﾛ SPN
5 179339 粟野　和昭  ｱﾜﾉ  ｶｽﾞｱｷ 逗葉ﾌﾘｰﾄ
6 180029 藤村　智一  ﾌｼﾞﾑﾗ  ﾄﾓｶｽﾞ 光ﾌﾘｰﾄ
7 180153 森本　真弥  ﾓﾘﾓﾄ  ｼﾝﾔ ﾚｰｻﾞｰ芦屋ﾌﾘｰﾄ
8 185355 飯島　洋一  ｲｲｼﾞﾏ  ﾖｳｲﾁ
9 185358 高橋　　航  ﾀｶﾊｼ  ｺｳ 鹿屋体育大学
10 187427 安田真之助  ﾔｽﾀﾞ  ｼﾝﾉｽｹ 鹿屋体育大学

艇 名

1 156074 泉　　香月  ｲｽﾞﾐ  ｶﾂﾞｷ ﾚｰｻﾞｰ芦屋ﾌﾘｰﾄ
2 163981 蛭田香名子　  ﾋﾙﾀ  ｶﾅｺ 琉球大学ﾖｯﾄ部
3 181767 岡　　美江  ｵｶ  ﾖｼｴ 芦屋ﾌﾘｰﾄ
4 182304 石川あゆ美  ｲｼｶﾜ  ｱﾕﾐ （株）ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
5 184027 才木　雪代  ｻｲｷ  ﾕｷﾖ 光ｾｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
6 187425 長谷川哲子 ﾊｾｶﾞﾜ  ｻﾄｺ 静岡大学ﾖｯﾄ部

艇 名
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ClubClass Name

1 3 小川　達朗  ｵｶﾞﾜ  ﾀﾂﾛｳ 旭化成
2 5 松尾　康宏  ﾏﾂｵ  ﾔｽﾋﾛ （株）豊田自動織機
3 11 富沢　　慎　　  ﾄﾐｻﾞﾜ  ﾏｺﾄ 関東学院大学
4 22 国枝　信哉  ｸﾆｴﾀﾞ  ｼﾝﾔ TEARS/MRC/
5 35 藤原　佑介  ﾌｼﾞﾊﾗ  ﾕｳｽｹ 東海大学
6 38 濱口　　泰  ﾊﾏｸﾞﾁ  ﾀｲ 夢風童
7 61-3 籾山　和慶  （株）豊田自動織機
8 87 谷　　賢二郎  ﾀﾆ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 山口県ｾｰﾘﾝｸﾞ連盟
9 101 高橋　良典  ﾀｶﾊｼ  ﾘｮｳｽｹ 興隆塾
10 115 富田　　純  ﾄﾐﾀ  ｼﾞｭﾝ 日本航空

艇 名

1 9 小菅　寧子  ｺｽｹﾞ  ﾔｽｺ -
2 10 野津　千尋  ﾉﾂﾞ  ﾁﾋﾛ 宮城県ｾｰﾘﾝｸﾞ連盟
3 94 大西富士子  ｵｵﾆｼ  ﾌｼﾞｺ 桜美林大学
4 470 須長　由季  ｽﾅｶﾞ  ﾕｷ (株）ミキハウス
5 91 石野田　恵江 ｲｼﾉﾀﾞ　ﾖｼｴ MARINE　BLUE
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