
エントリー表
Ent Sail# Fleet Belongs Skipper Crew
1 31207 関西 グッドホールディングスセーリングチーム 河野 元道 田辺 領
2 31301 関西 グッドホールディングスセーリングチーム 森谷 幸雄 山本 優志
3 31515 中部 トヨタ自動車株式会社/福岡大学 阿部 龍介 和田 春夏
4 31435 中部 トヨタ自動車株式会社 山下 明徳 谷 幸夫
5 31365 中部 トヨタ自動車株式会社 渡辺 裕俊 中島 典芳
6 31386 中部 株式会社ピアソンマリンジャパン 舟木 葵 浜田 勇一
7 31505 関東 ㈱ＨＩＫオフィス 井嶋 清芳 清田 司
8 31238 関東 株式会社エス・ピー・ネットワーク 渡部 洋介 野呂 英輔
9 31433 関東 株式会社エス・ピー・ネットワーク 渡邊 哲雄 齋藤 浩二
10 30641 琵琶湖 京都産業大学体育会ヨット部 三角 光 今中 芽
11 31399 九州 医療法人　才全会 松嶋 哲哉 上村 史朗
12 31353 中部 松喜屋/BONX 西居 基晴 西居 崇博
13 31411 九州 長崎千々石会 古賀 誠次 皆川 大地
14 31523 関東 NORTH SAILS JAPAN 白石 潤一郎 上田 真聖
15 31209 中国 広島大学医学部ヨット部 最勝寺 仁志 橘高 祐一
16 30802 中国 広島大学医学部ヨット部 脇 貞徳 野田 健司
17 31272 鹿児島 鹿児島フリート／九州大学 橋元 隆 内藤 大敬
18 31429 九州 チーム輝栄会 中村 吉孝 岡 瑞穂
19 30080 琵琶湖 同志社大学 藤野 流星 黒田 誉
20 28129 四国 徳島大学 林 滉晴 山川 真生子
21 31363 琵琶湖 同志社大学体育会ヨット部 垣野 雅人 古恵良 悠介
22 30917 九州 鹿屋体育大学 岩下 メナード 牛島 信太朗
23 30642 九州 鹿屋体育大学 宮本 健吾 伊藤 愛梨
24 30636 北海道 北海道大学体育会ヨット部 堀井 純太 秋山 健太
25 31385 中部 (株)豊田自動織機 松崎 茂 服部 雄太
26 31396 中部 (株)豊田自動織機 今田 涼太 長坂 亘
27 31367 関西 神戸大学体育会ヨット部 矢野 陸渡 北村 智也
28 31522 関東 TSUJIDO 大井 祐一 酒井 則彰
29 30623 琵琶湖 TOYOBO/OLYMPUS 吉岡 卓 高橋 直哉
30 29804 中国 岡山大学ヨット部 山地 賢悟 尾崎 洸人
31 31142 中国 岡山大学 三好 航平 出羽 俊樹
32 30721 中国 岡山大学 菊永 里久 内海 麻綺
33 30665 琵琶湖 京都大学体育会ヨット部 中川 裕基 青木 啓輔
34 29805 中国 岡山大学 岩知道 将輝 渡邉 佳穂
35 31090 関西 大阪大学体育会ヨット部 中村 葵 親川 達郎
36 31056 四国 香川大学ヨット部 蟹江 航晴 紺谷 葉付
37 31335 九州 九州大学 橋口 慎平 都田 悠輔
38 30945 九州 九州大学 西島 孝 西山 彰
39 31057 関西 大阪大学体育会ヨット部 飯島 悠太 青戸 誠
40 30106 北陸 金沢大学体育会ヨット部 村本 圭介 寒川 紗季
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41 31054 九州 九州大学 槇原 豪 笹川 陽矢
42 30177 九州 九州大学 荒河 風夏 比嘉 みなみ
43 31233 九州 (医)六広会ＴＥ 大石 昌弘 村川 和輝
44 28972 琵琶湖 立命館大学ヨット部OB 橋本 健斗 室田 大輔
45 30201 九州 鹿児島国際大学　学友会　ヨット部 岩城 海都 松岡 諒平
46 30977 北陸 富山大学体育会ヨット部 新谷 大成 古田 大樹
47 29130 関西 大阪府立大学体育会ヨット部 中川 大地 藤田 雄也
48 29003 関西 大阪府立大学体育会ヨット部 藤崎 真太郎 大出 美佳
49 30969 関西 甲南大学体育会ヨット部 津嶋 範之 上原 良太
50 30781 関西 甲南大学体育会ヨット部 桑原 洋樹 吉田 奈央
51 31071 中部 AI☆STARS 笹井 正和 石川 真吾
52 31070 中部 AI☆STARS 中島 貢 伊藤 和央
53 30025 九州 福岡歯科大学 下石 煕 吉川 和輝
54 31255 九州 (医)六広会TE 吉岡 岳史 近藤 大輝
55 31363 琵琶湖 JA静岡中央会 杉山 航一朗 松尾 光暉
56 29903 東北 東北大学学友会ヨット部 大庭 彩花 阿部 俊介
57 31228 東北 東北大学学友会ヨット部 高嶋 笑子 志水 哲也
58 31012 関東 慶應義塾體育會ヨット部 玉山 裕登 門脇 広大
59 31092 関東 慶應義塾體育會ヨット部 加藤 卓 齋藤 洋童
60 31216 九州 熊本大学 馬場 秀夫 東原 清人
61 31497 関東 湘南ｻﾆｰｻｲﾄﾞﾏﾘｰﾅﾖｯﾄｸﾗﾌﾞ 井上 直樹 森本 真仁
62 31521 関東 湘南ｻﾆｰｻｲﾄﾞﾏﾘｰﾅﾖｯﾄｸﾗﾌﾞ 羽柴 宏昭 八並 克憲
63 31379 関東 日本大学～Sailing Team～ 矢野 伸一郎 吉永 温
64 31356 関東 日本大学 植木 武成 花田 将義
65 30228 関東 MYRC 高曽 陽平 畑野 亮佑
66 31501 関東 三井物産ヨット部 太中 賢 加﨑 健太朗
67 31006 関東 慶應義塾體育會ヨット部 岡 豪太 曽我 駿亮
68 31473 関東 Wakinaga Racing 脇永 達也 小野山 裕也
69 31390 関東 日本大学 村上 義龍 村瀬 奏斗
70 31107 関東 逗子開成/立教大学 内田 伸一 松永 寛太郎
71 31330 関東 MYRC 毛利 智史 堀江 嶺太郎
72 31138 関東 MYRC 名達 博之 名達 梓
73 31415 関東 湘南サニーサイドマリーナヨットクラブ 山田 剛士 山下 剛
74 30843 関東 株式会社BEST WIND 高木 克也 高木 温子
75 31183 関東 みずほ銀行/慶應義塾大学體育會ヨット部 國見 優太 小川 昭人
76 31375 関東 湘南サニーサイドマリーナ 小栗 康弘 難波 尚之
77 31287 関東 ＮＴＴ東日本 神谷 航路 柳林 俊
78 30348 九州 鹿屋体育大学 真鍋 優 今津 雄登
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