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1 江の島ヨットクラブジュニア 420 55837 スキッパー 東道　すず 高1 クルー ライナス　海波 中３

2 江の島ヨットクラブジュニア 420 54471 スキッパー 吉川　朋志 中3 クルー 窪田　啓汰 中３

3 逗子開成高校 420 57269 スキッパー 濵野　智之 高2 クルー 小関　陽太 高1

4 逗子開成高校 420 56618 スキッパー 岩佐　忠直 高2 クルー 孫　榴楊 高1

5 逗子開成高校 420 56619 スキッパー 神田　直尚 高2 クルー 長井　鈴童 高1

6 逗子開成高校 420 55939 スキッパー 工藤　聡太 高1 クルー 山本　育海 高２

7 逗子開成高校 420 56400 スキッパー 大西　和希 高1 クルー 藤沢　海吏 高２

8 逗子開成高校 420 55486 スキッパー 平林　鈴都 高1 クルー 髙木　駿平 高２

9 逗子開成高校 420 56100 スキッパー 宮島　進 高2 クルー 上杉　健斗 高1

10 逗子開成高校 420 55832 スキッパー 鈴木　創太 高2 クルー 橋本　麟太郎 高1

11 逗子開成高校 420 55430 スキッパー 大角　祐翔 高1 クルー 藤沢　空音 高２

12 千葉県立磯辺高等学校　ヨット部 420 56748 スキッパー 菅原　敬仁 高2 クルー 塚瀬　成 高２

13 千葉県立磯辺高等学校　ヨット部 420 57089 スキッパー 小澤　騎羅 高2 クルー 丸山　優弥 高２

14 千葉県立磯辺高等学校　ヨット部 420 57127 スキッパー 村越　帆乃果 高2 クルー 川村　莉央 高２

15 千葉県立磯辺高等学校　ヨット部 420 55412 スキッパー 岩崎　結稀 高2 クルー 櫻井　茉碧 高２

16 葉山町セーリング協会 420 57009 スキッパー 西田　帆七 高1 クルー 尾﨑　健人 高2

17 葉山町セーリング協会 420 55543 スキッパー 青山　若生 高1 クルー チャーチ　海 高1

18 葉山町セーリング協会 420 56937 スキッパー 西田　悠大 18歳 クルー 松岡　達也 高1

19 葉山町セーリング協会 420 56349 スキッパー 尾﨑　友太 中2 クルー 浅野　蒼 高2

20 葉山町セーリング協会 420 55827 スキッパー 内田　歩 中2 クルー 佐藤　直輝 中2

21 葉山町セーリング協会 420 55790 スキッパー 上田　瑞 高2 クルー 左近　麗咲子 高1

22 葉山町セーリング協会 420 53840 スキッパー 上田　舞花 中2 クルー 三浦　海珠 中2

23 慶應義塾高等学校ヨット部 420 55408 スキッパー 菅澤　虎士朗 高1 クルー 小林　煌英 高1

24 慶應義塾高等学校ヨット部 420 54751 スキッパー 渡辺　武 高2 クルー 田尾　良太 高1

25 慶應義塾高等学校ヨット部 420 54406 スキッパー 齋藤　圭太 高2 クルー 高島　健志郎 高1

26 慶應義塾高等学校ヨット部 420 57033 スキッパー 寺田　晴哉 高2 クルー 大戸　凱 高1

27 慶應義塾高等学校ヨット部 420 56813 スキッパー 倉田　誠太郎 高1 クルー 菊地　怜音 高2

28 慶應義塾高等学校ヨット部 420 56670 スキッパー 諏訪　海翔 高1 クルー 濵田　昊 高2

29 慶應義塾高等学校ヨット部 420 56177 スキッパー 水谷　太陽 高1 クルー 柳井　遼 高2

30 トムソン・宮下組 420 54534 スキッパー トムソン　ティモシー啓太 高2 クルー 宮下　翔 高2

31 江の島ヨットクラブジュニア ラジアル 209512 スキッパー 武田　琢磨 中2

32 江の島ヨットクラブジュニア ラジアル 219178 スキッパー 岡田　佳悟 高1

33 江の島ヨットクラブジュニア ラジアル 217702 スキッパー 服部　春花 高1

34 三重県立津工業高校 ラジアル 211902 スキッパー 髙島　楓真 高2

35 神奈川県ユースヨットクラブ ラジアル 217028 スキッパー 竹内　天悟 高3 

36 広島セーリングスクール ラジアル 217701 スキッパー 豊澄　麻希 中2

37 千葉県立磯辺高等学校　ヨット部 ラジアル 196491 スキッパー 吉野　佑哉 高2

38 千葉県立磯辺高等学校　ヨット部 ラジアル 193833 スキッパー 市原　七海 高2

39 関東学院高等学校 ラジアル 202611 スキッパー 太田　健斗 高2

40 関東学院高等学校 ラジアル 160318 スキッパー 寺本　晴信 高1

41 清水ヨットスポーツ少年団 ラジアル 214980 スキッパー 太田　薫 高2

42 ユースチーム東京 ラジアル 208015 スキッパー 飯塚　竜士 高2

43 神奈川県ユースヨットクラブ ラジアル 209047 スキッパー 増本　拓 高1

44 神奈川県ユースヨットクラブ ラジアル 140814 スキッパー 大嶋　碧斗 高1

45 神奈川県ユースヨットクラブ ラジアル 213154 スキッパー 遠藤　海之流 中3

46 広島なぎさ高等学校 ラジアル 198071 スキッパー 豊澄　成光 高1

47 ユースチーム東京 4.7 199062 スキッパー 北浦　州陽 高1

48 静岡県セーリング連盟 4.7 210515 スキッパー 出口　美帆 高1

49 清水ヨットスポーツ少年団 4.7 217001 スキッパー 武井　太陽 中2

50 江の島ヨットクラブジュニア 4.7 127398 スキッパー 守屋　咲慧 中2

51 江の島ヨットクラブジュニア 4.7 217070 スキッパー 岩波　萌夏 中3

52 江の島ヨットクラブジュニア 4.7 180159 スキッパー 上野　僚介 中3
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53 江の島ヨットクラブジュニア 4.7 151791 スキッパー 堤　悠人 中3

54 江の島ヨットクラブジュニア 4.7 184018 スキッパー 森居　昂太郎 高1

55 江の島ヨットクラブジュニア 4.7 154075 スキッパー 中島　拓海 高1

56 広島セーリングスクール 4.7 198071 スキッパー 豊澄　隆成 中1

57 関東学院中学校ヨット部 4.7 196489 スキッパー 小山　馨太 中3

58 海陽海洋クラブ 4.7 173736 スキッパー 永井　達規 中3

59 B＆G新居浜海洋クラブ 4.7 133165 スキッパー 山内　琥太郎 中3

60 鳥取県セーリング連盟 4.7 208002 スキッパー 淺田　千晴 中2

61 B&G兵庫ジュニア海洋クラブ 4.7 178199 スキッパー ダスウト　絵麻 中2

62 B&G兵庫ジュニア海洋クラブ 4.7 221067 スキッパー 安田　巌 中3

63 夢の島ヨットクラブ OP-A 3286 スキッパー 須永 言葉 小6

64 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ OP-A 2858 スキッパー 中野　雄太 中3

65 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ OP-A 3180 スキッパー 西　楓 中2

66 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ OP-A 3021 スキッパー 和田　晏奈 中1

67 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ OP-A 3139 スキッパー 源関　新 小6

68 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ OP-A 3189 スキッパー 寄高　浬空 小6

69 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ OP-A 3212 スキッパー 穴井　翔 小6

70 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ OP-A 3182 スキッパー 久松　航 小6

71 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3288 スキッパー 中田　航誠 中1

72 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3436 スキッパー 秋田　海斗 中1

73 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3041 スキッパー 水谷　光一 中1

74 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3365 スキッパー 西村　航洋 中1

75 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3396 スキッパー 川島　豪太 小6

76 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3211 スキッパー 芹沢　碧月 小6

77 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3157 スキッパー 畠中　紗英 小6

78 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3213 スキッパー 飯島　來海 小6

79 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3138 スキッパー 池田　晟 小6

80 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3282 スキッパー 守屋　智徳 小6

81 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3201 スキッパー 武田　禮 小5

82 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3208 スキッパー 関　颯一郎 小5

83 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3179 スキッパー 西村　泰洋 小４

84 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3151 スキッパー 中田　琴海 小４

85 江の島ヨットクラブジュニア OP-A 3378 スキッパー 加原　賢人 小5

86 広島セーリングスクール OP-A 3423 スキッパー 登田　未央 中2

87 広島セーリングスクール OP-A 3283 スキッパー 登田　直 小5

88 広島セーリングスクール OP-A 3272 スキッパー 正本　葵 中1

89 藤沢市青少年セーリングクラブ OP-A 3230 スキッパー 加藤　薫 中1

90 B&G松山海洋クラブ OP-A 3431 スキッパー 松岡　忠尚 小6

91 海陽海洋クラブ OP-A 3335 スキッパー 岡田　晴 中1

92 海陽海洋クラブ OP-A 3171 スキッパー 角森　帆朱 小5

93 海陽海洋クラブ OP-A 3355 スキッパー 角森　未岬 中1

94 海陽海洋クラブ OP-A 3408 スキッパー 濱川　航英 中2

95 葉山町セーリング協会 OP-A 3358 スキッパー 青山　侑友 中1

96 葉山町セーリング協会 OP-A 3372 スキッパー 牧野　夏希 中1

97 葉山町セーリング協会 OP-A 3359 スキッパー 中川　出帆 中1

98 葉山町セーリング協会 OP-A 3170 スキッパー 肥後　桃花 小6

99 葉山町セーリング協会 OP-A 2992 スキッパー 長岡　美都 小5

100 葉山町セーリング協会 OP-A 3306 スキッパー 大前　櫂 小5

101 葉山町セーリング協会 OP-A 3304 スキッパー 三浦　波珠 小5

102 葉山町セーリング協会 OP-A 3168 スキッパー 佐藤　彩香 小5

103 葉山町セーリング協会 OP-A 3169 スキッパー 松岡　明日香 小5

104 葉山町セーリング協会 OP-A 3302 スキッパー 原田　祐太郎 小5
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105 葉山町セーリング協会 OP-A 3305 スキッパー 岩崎　七飛 小5

106 葉山町セーリング協会 OP-A 2993 スキッパー 井上　雅治 小5

107 葉山町セーリング協会 OP-A 2892 スキッパー 今井　晴也 小４

108 葉山町セーリング協会 OP-A 2894 スキッパー 森田　晴翔 小４

109 横浜ジュニアヨットクラブ OP-A 3438 スキッパー 前田　海悟 中2

110 熱海ジュニア海洋クラブ OP-A 3386 スキッパー 高梨　匠海 小6

111 熱海ジュニア海洋クラブ OP-A 3387 スキッパー 北畠　芽依 小6

112 KMC横浜ジュニアヨットクラブ OP-A 3228 スキッパー 白鳥　友治 中2

113 KMC横浜ジュニアヨットクラブ OP-A 3244 スキッパー 渡辺　蔦 中2

114 KMC横浜ジュニアヨットクラブ OP-A 3435 スキッパー 氏家　琉星 小6

115 KMC横浜ジュニアヨットクラブ OP-A 3287 スキッパー 市橋　祐人 小6

116 江東区立小中学校セーリング部 OP-A 3363 スキッパー 池田　ななみ 中2

117 江東区立小中学校セーリング部 OP-A 3409 スキッパー 實松　莉歩 中2

118 江東区立小中学校セーリング部 OP-A 3410 スキッパー 長井　美帆 中2

119 江東区立小中学校セーリング部 OP-A 3241 スキッパー 上條　正弘 小6

120 江東区立小中学校セーリング部 OP-A 3284 スキッパー 込山　あかり 小6

121 江東区立小中学校セーリング部 OP-A 3175 スキッパー 平澤　海翔 小6

122 個人会員KING OP-A 3400 スキッパー 後藤　晴人 小6

123 個人会員KING OP-A 3153 スキッパー 長堀　滉 小6

124 江の島ヨットクラブジュニア OP-B 315 スキッパー 植木　寛仁 小４

125 江の島ヨットクラブジュニア OP-B 3020 スキッパー 守屋　由慧 小４

126 江の島ヨットクラブジュニア OP-B 3125 スキッパー 窪田　柚希 小3

127 茨城県セーリング連盟ジュニアヨットクラブ OP-B 2837 スキッパー 加藤　花海 小6

128 茨城県セーリング連盟ジュニアヨットクラブ OP-B 2798 スキッパー 岡　春奈 中2

129 葉山町セーリング協会 OP-B 2969 スキッパー 中山　うた 小４

130 葉山町セーリング協会 OP-B 2890 スキッパー 牧野　紗奈 小４

131 葉山町セーリング協会 OP-B 2967 スキッパー 石井　奏里 小４

132 葉山町セーリング協会 OP-B 2893 スキッパー 内田　有希 小４

133 葉山町セーリング協会 OP-B 799 スキッパー 林　凪花 小5

134 葉山町セーリング協会 OP-B 597 スキッパー 原田　満士 小3

135 葉山町セーリング協会 OP-B 2597 スキッパー 平野　萌生 小3

136 葉山町セーリング協会 OP-B 2606 スキッパー 根岸　渚沙 小3

137 葉山町セーリング協会 OP-B 890 スキッパー 宇多　泰誠 小3

138 葉山町セーリング協会 OP-B 605 スキッパー 三枝　和平 小3

139 葉山町セーリング協会 OP-B 2608 スキッパー 林　昇平 小3

140 葉山町セーリング協会 OP-B 893 スキッパー 稲葉　陸斗 小3

141 葉山町セーリング協会 OP-B 2607 スキッパー 竹原　円豊 小3

142 熱海ジュニア海洋クラブ OP-B 3383 スキッパー 村木　風斗 小6

143 KMC横浜ジュニアヨットクラブ OP-B 2970 スキッパー Zakirova Alisa 小5

144 KMC横浜ジュニアヨットクラブ OP-B 3244 スキッパー 渡辺　千帆 小４

145 江東区立小中学校セーリング部 OP-B 3242 スキッパー 日原　楓 小6

146 江東区立小中学校セーリング部 OP-B 3214 スキッパー 實松　亮平 小6
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