
Ａクラス参加選手名簿
No 氏名 クラブ名  セール No.  性別  学年

1 田中　美空 ＹＭＦＳジュニアヨットスクール葉山 3297 女 中２

2 須永　笑顔 ＹＭＦＳジュニアヨットスクール葉山 3181 女 小６

3 池田　健人 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 2964 男 中３

4 鈴木　せいら 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 3177 女 中３

5 新保　直宙 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 3114 男 中２

6 内貴 航路朗 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 3320 男 中１

7 青木　武斗 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 2887 男 中１

8 中島　優輝 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 3246 男 小６

9 中島　優香 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 3220 女 小５

10 鈴木　海翔 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 3116 男 小４

11 岡村　一成 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 3021 男 小６

12 須河内　翔 藤沢市青少年セーリングクラブ 2614 男 中３

13 岡田　大治 藤沢市青少年セーリングクラブ 3129 男 中２

14 山口　留委 藤沢市青少年セーリングクラブ 2820 男 中２

15 須河内　陽夏 藤沢市青少年セーリングクラブ 3057 女 小６

16 岡田　爽良 藤沢市青少年セーリングクラブ 2943 男 小５

17 山口　理欧 藤沢市青少年セーリングクラブ 3219 男 小５

18 玉山　義規 丸玉セーリングクラブ 3257 男 中２

19 山田　大夢 海陽海洋クラブ 2944 男 中１

20 山田　冬聖 海陽海洋クラブ 2862 女 小６

21 中川　大成 海陽海洋クラブ 2987 男 中１

22 倉橋　直暉 海陽海洋クラブ 3226 男 中２

23 村田　恵里 海陽海洋クラブ 3028 女 中２

24 松原　穂岳 海陽海洋クラブ 3084 男 中２

25 鈴木　亮太朗 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ 3294 男 小６

26 岡村　太暉 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ 3326 男 中１

27 三浦　凪砂 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ 2877 女 中２

28 飯塚　拓海 横浜ジュニアヨットクラブ 3106 男 中３

29 宇田川　涼太郎 横浜ジュニアヨットクラブ 3112 男 小５

30 飛田和　壮悟 横浜ジュニアヨットクラブ 3109 男 小６

31 小林　志津 横浜ジュニアヨットクラブ 3068 女 小６

32 古川　悠航 横浜ジュニアヨットクラブ 3047 男 小６

33 及川　慧悟 松島名取ジュニアヨットクラブ 3319 男 中１

34 庄子　実桜 松島名取ジュニアヨットクラブ 3261 女 小６

35 八木　奎都 松島名取ジュニアヨットクラブ 2897 女 中２

36 蓮　千鶴 江東区立小中学校セーリング部 3284 女 中２

37 坂井　友里愛 江東区立小中学校セーリング部 3285 女 中２

38 谷口　美羽 江東区立小中学校セーリング部 3242 女 中１

39 谷　望 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア 2891 男 中２

40 谷口　一騎 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア 2864 男 小６

41 三浦　帆香 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア 3155 女 小５

42 藤森　佑太郎 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア 2842 男 小５

43 若林　幸輝 三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットクラブ 3323 男 中１

44 桐井　航汰 江の島ヨットクラブジュニア 3020 男 中２

45 草刈　励 江の島ヨットクラブジュニア 3262 男 中２

46 木原　空海 江の島ヨットクラブジュニア 3259 男 中２

47 安藤　龍海 江の島ヨットクラブジュニア 3162 男 中２

48 菅澤　龍佑 江の島ヨットクラブジュニア 3288 男 中１

49 石戸　大智 江の島ヨットクラブジュニア 3182 男 中１

50 ﾊﾟｰｷﾝｽ　花 江の島ヨットクラブジュニア 3125 女 中１

51 金子　絵美利 江の島ヨットクラブジュニア 3282 女 中１



52 木村　百花 江の島ヨットクラブジュニア 3164 女 中１

53 服部　陸太 江の島ヨットクラブジュニア 3174 男 小６

54 草刈　壮 江の島ヨットクラブジュニア 3247 男 小５

55 池田　海人 江の島ヨットクラブジュニア 3211 男 小５

56 黒田　研一郎 江の島ヨットクラブジュニア 3149 男 小５

57 安藤　慧 江の島ヨットクラブジュニア 3180 男 小５

58 芝田　和尚 江の島ヨットクラブジュニア 3209 男 小５

59 西村　元 江の島ヨットクラブジュニア 3151 男 小５

60 笹尾　エンゾ 江の島ヨットクラブジュニア 3136 男 小５

61 重田　空希 江の島ヨットクラブジュニア 3208 男 小４

62 竹内　天悟 江の島ヨットクラブジュニア 3093 男 小４

63 服部　輝海 江の島ヨットクラブジュニア 3120 男 小４

64 和知　健太郎 江の島ヨットクラブジュニア 3201 男 小４

65 渡辺　憧 江の島ヨットクラブジュニア 3041 男 小４

66 遠藤　啓祥 葉山町セーリング協会 3306 男 中１

67 林　玄 葉山町セーリング協会 3305 男 中１

68 武内　志賢 葉山町セーリング協会 3304 男 中１

69 上田　直樹 葉山町セーリング協会 3303 男 中１

70 岩崎　桃子 葉山町セーリング協会 3302 女 小６

71 久保田　賢人 葉山町セーリング協会 3170 男 中１

72 磯村　麟之介 葉山町セーリング協会 3169 男 中１

73 国見　有 葉山町セーリング協会 3168 男 中１

74 金子　道之介 葉山町セーリング協会 2993 男 小５

75 森本　雄樹 葉山町セーリング協会 2992 男 小５

76 青山　知央 葉山町セーリング協会 2893 女 小５

77 大澤　雄帆 葉山町セーリング協会 2892 男 小４

78 寺岡　耕平 ＫＭＣ横浜ジュニアヨットクラブ 3228 男 中３

79 柴田　伶大 ＫＭＣ横浜ジュニアヨットクラブ 3231 男 中１

80 江角　嘉一 ＫＭＣ横浜ジュニアヨットクラブ 3244 男 小６

81 谷　春樹 ＫＭＣ横浜ジュニアヨットクラブ 3010 男 小５

82 重松　駿 夢の島ヨットクラブ 3176 男 小４

Ｂクラス参加選手名簿
No 氏名 クラブ名  セール No.  性別  学年

1 山田　真理歩 ＹＭＦＳジュニアヨットスクール葉山 2675 男 小５

2 福島　丈太郎 ＹＭＦＳジュニアヨットスクール葉山 2139 男 小４

3 遠藤　海七希 藤沢市青少年セーリングクラブ 3085 男 小５

4 増本　晴 藤沢市青少年セーリングクラブ 2884 女 小５

5 和田　真里奈 藤沢市青少年セーリングクラブ 70 女 小４

6 出口　愛海 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ 2859 女 小４

7 八木　杏奈 松島名取ジュニアヨットクラブ 3031 女 小４

8 青木　澪 江の島ヨットクラブジュニア 3200 女 小４

9 戎　悠里 江の島ヨットクラブジュニア 2911 女 小４

10 野呂瀬　航 江の島ヨットクラブジュニア 20 男 小４

11 芝田　豊栄 江の島ヨットクラブジュニア 2978 男 小３

12 吉浦　弘太朗 葉山町セーリング協会 2608 男 小４

13 伊原　駿之介 葉山町セーリング協会 2607 男 小４

14 古屋　眞亮 葉山町セーリング協会 2606 男 小４

15 田原　隼宇 葉山町セーリング協会 2605 男 小５

16 田原　瑠華 葉山町セーリング協会 2609 女 小５

17 後藤　凛子 葉山町セーリング協会 856 女 小４

18 堀川　賢二 ＫＭＣ横浜ジュニアヨットクラブ 2915 男 中２

19 天田　朝陽 ＫＭＣ横浜ジュニアヨットクラブ 2970 男 小４

20 山口　千咲 ＫＭＣ横浜ジュニアヨットクラブ 2925 女 小４

21 菅野響、重松陽 夢の島ヨットクラブ 990 男 小4、小2


