
メディカルレガッタ２０２１エルゴ入賞者リスト 

 

☆男子個人 

優勝  山本 恭一郎 京都大学医学部 盾・賞状 

第２位 澤田 立輝  京都大学医学部 盾・賞状 

第３位 河野 颯次郎 愛媛大学    盾・賞状 

第４位 長尾 和馬  熊本大学医学部 賞状 

第４位 澤田 遼太  京都大学医学部 賞状 

第６位 松本 侑   京都大学医学部 賞状 

第７位 島  優一郎 京都大学医学部 賞状 

第８位 谷口 雄生  京都大学医学部 賞状 

 

☆新人賞 

優勝  山下 健太 熊本大学医学部 盾・賞状 

第２位 妹尾 治哉 京都大学医学部 盾・賞状 

第３位 上原 慶也 熊本大学医学部 盾・賞状 

 

☆女子個人 

優勝  上田 千華子 熊本大学医学部 盾・賞状 

第２位 濱野みなみ  宮崎大学医学部 盾・賞状 

第３位 宮内 波奈  大阪大学医学部 盾・賞状 

第４位 黄 晴華   鳥取大学医学部 賞状 

第５位 新納 美悠紀 熊本大学医学部 賞状 

第６位 川内 彩矢  大阪大学医学部 賞状 

第７位 小原 彩水  熊本大学医学部 賞状 

第８位 柴田 悠花  熊本大学医学部 賞状 

 

☆新人賞 

優勝  黄 晴華   鳥取大学医学部 盾・賞状 

第２位 柴田 悠花  熊本大学医学部 盾・賞状 

第３位 大山 藍   鳥取大学医学部 盾・賞状 

 

 

 



メディカルレガッタ２０２１エルゴ入賞【男子】クルーリスト 

 

☆男子舵手付きフォア 

優勝  京都大学医学部 第Ⅺ芝蘭 本戦権利獲得 盾・賞状  

第２位 熊本大学医学部 陣風   本戦権利獲得 盾・賞状 

第３位 大阪大学医学部 ARES   本戦権利獲得 盾・賞状 

第４位 宮崎大学医学部 日向   本戦権利獲得 賞状 

第５位 浜松医科大学   湍               賞状 

第６位 長崎大学医学部 鵬翼      本戦権利獲得 賞状 

第７位 鳥取大学医学部 錦翔      本戦権利獲得 賞状 

 

☆男子ダブルスカル 

優勝  京都大学医学部 瑞雲          本戦権利獲得 盾・賞状  

第２位 熊本大学医学部  AZZURROSSO 本戦権利獲得 盾・賞状 

第３位 宮崎大学医学部 照葉      本戦権利獲得 盾・賞状 

第４位 鳥取大学医学部 GAINA    本戦権利獲得  賞状 

 

☆男子シングルスカル 

優勝  山本恭一郎  京都大学医学部 水蓮       本戦権利獲得 盾・賞状 

第２位 河野 颯次郎 愛媛大学             本戦権利獲得 盾・賞状 

第３位 酒井 康佑  長崎大学医学部 ゴリラタンク酒井 本戦権利獲得 盾・賞状 

第４位 村中 蒼生  熊本大学医学部          本戦権利獲得 賞状 

第５位 北岡 純   長崎大学医学部 きたおかいんふぃにてぃー 賞状 

第６位 堀川 健   鳥取大学医学部 琥珀           賞状 

第７位 河村 陸   鳥取大学医学部 朱雀           賞状 

第８位 園田 大悟  熊本大学医学部              賞状 

 

☆男子新人舵手付きフォア 

優勝  京都大学医学部 第Ⅹ芝蘭   盾・賞状 

第２位 浜松医科大学  湊      盾・賞状 

第３位 鳥取大学医学部 チャイパッハ 盾・賞状 

第４位 宮崎大学医学部 日向Ⅲ    賞状 

第５位 鳥取大学医学部 el viento   賞状 

第６位 浜松医科大学  ボロックス    賞状 

 



メディカルレガッタ２０２１エルゴ入賞【女子】クルーリスト 

 

☆女子舵手付きクオドルプル 

優勝  熊本大学医学部 蒼澪   本戦権利獲得 盾・賞状 

第２位 宮崎大学医学部 綺羅   本戦権利獲得 盾・賞状 

第３位 大阪大学医学部 ATHENA 本戦権利獲得 盾・賞状 

第４位 鳥取大学医学部 el cielo    本戦権利獲得 賞状 

 

☆女子ダブルスカル 

優勝  浜松医科大学  20 ダルマ 盾・賞状 

 

☆女子シングルスカル 

優勝  斉藤七海  浜松医科大学  盾・賞状 

第２位 高橋 千代 宮崎大学医学部 盾・賞状 

第３位 諸谷 由紀 長崎大学医学部 ポンペ号 盾・賞状 

 

☆女子新人舵手付きクオドルプル 

優勝  宮崎大学医学部 沙羅 盾・賞状 

第２位 浜松医科大学  澪瀾 盾・賞状 

 


