
スナイプ級　エントリーリスト

実業団エントリー

チーム名 湘南サニーサイドマリー
ナヨットクラブ (株)アイシン　STARS 三菱重⼯広島 DBYCレーシング（京

大OBチーム）
㈱エス・ピー・ネットワー

ク
チーム所在地 神奈川県 愛知県 広島県 近畿北陸 東京都

エントリーナンバー1 1 3 5 7 9
エントリーナンバー2 2 4 6 8 10

セール番号1 31697 31581 30964 31585 31433
セール番号2 31415 31582 31128 31257 31603

監督 羽柴宏昭 大澤昭彦 安森　義宗 村山典久 渡部洋介
メンバー1 井上直樹 笹井正和 安森　義宗 綱井将人 渡邊哲雄
メンバー2 浜田勇一 伊藤和央 森本　佳⾏ 飯島爽太 野呂英輔
メンバー3 小島正敬 石川真吾 安部　賢司 ⻑塚正一郎 山下明徳
メンバー4 山田剛士 杉浦涼斗 杉原　知美 ⿊田丈 市川怜
メンバー5 藤崎　真太郎 松島賢典 飯束潮吹
メンバー6 渡部洋介
メンバー7 小田野々花
メンバー8
メンバー9

同一企業メンバー いいえ はい はい いいえ はい

チーム名 グッドホールディングス 三菱重⼯業㈱⻑崎造
船所ヨット部

医療法人上山クリニッ
ク 川崎重⼯業ヨット部 マツダ親和会ヨット部

チーム所在地 兵庫県 ⻑崎県 ⿅児島県 兵庫県 広島県
エントリーナンバー1 11 13 15 17 19
エントリーナンバー2 12 14 16 18 20

セール番号1 31301 29022 31523 28828 30967
セール番号2 31646 29031 30012 28113 30968

監督 津田　政房 谷口　雅彦 上山　敎夫 土佐忠之 栗原　健造
メンバー1 森谷　幸雄 谷口　雅彦 坂元　善⾏ 荒井康三 前田　博志
メンバー2 河野　元道 中村　敏夫 平川　元通 ⻘田雄弘 栗原　健造
メンバー3 山本　優志 阿座上　正信 辻　貴洋 大友良晃 豊島　以知朗
メンバー4 桑原　洋樹 苑田　義明 家入　誉司 堀井純太 森田　倫規
メンバー5 井堰　威瑠 永野　英文 村永　守 ⾚松慧亮 楠本　達也
メンバー6 田辺　領 丸田　聡史 上山　敎夫 伊藤敦 平岡　志帆
メンバー7 奥薗　剛 古家　遼
メンバー8 山上　貴幸 結城　阿育
メンバー9 沖中　佑庸

同一企業メンバー はい はい いいえ はい はい

チーム名 ⽇産⾃動⾞ヨット部 三菱名古屋ヨット部 島津製作所ヨット部 株式会社豊田⾃動織
機 ㈱JTEKTヨット部

チーム所在地 神奈川県 愛知県 京都府 愛知県 愛知県
エントリーナンバー1 21 23 25 27 29
エントリーナンバー2 22 24 26 28 30

セール番号1 29465 30360 31629 31602 30211
セール番号2 30966 30361 30466 31647 27701

監督 中村充利 不在 ⻄埜　誠 松崎茂 山内健太郎
メンバー1 谷意公男 ⽇向誠 ⻄埜　誠 松崎茂 早川裕文
メンバー2 遠藤 晃 佐藤昌宏 村田　光宏 加藤拓海 中⻄洋文
メンバー3 丸橋 英正 北岡湧 山崎　寛 岩月大空 中根克則
メンバー4 田中 康⾏ ⽵林賢司 増田　吉彦 今田涼太 ⻑谷川宏治
メンバー5 KANG DAWEI 森川　健司 加佐原諭 山内健太郎
メンバー6 佐藤 横山　滉介 杉浦正
メンバー7 ⻫藤 坂井 寛和
メンバー8 中神大地
メンバー9

同一企業メンバー いいえ はい はい はい はい



スナイプ級　エントリーリスト

実業団エントリー

チーム名 東京海上⽇動ヨット部

チーム所在地 神奈川県
エントリーナンバー1 31
エントリーナンバー2 32

セール番号1 31315
セール番号2 30478

監督 松田友明
メンバー1 目⿊剛志
メンバー2 佐藤帆海
メンバー3 畠広樹
メンバー4 原潤太郎
メンバー5 太田匠
メンバー6 伊東⾥菜
メンバー7 新井健伸
メンバー8 上園田明真海
メンバー9 加藤卓

同一企業メンバー はい

オープンエントリー

チーム名 湘南サニーサイドマリー
ナヨットクラブ チーム輝栄会 広島大学医学部ヨット

部
広島大学医学部ヨット

部 広島大学

チーム所在地 神奈川県 福岡県 広島県 広島県 広島県
エントリーナンバー 41 42 43 44 45

セール番号 31713 31429 31621 31209 30804
監督 羽柴宏昭 中村吉孝 高橋勁草 山内厚志郎 八重樫直希

メンバー1 羽柴宏昭 中村吉孝 高橋勁草 山内厚志郎 八重樫直希
メンバー2 鈴⽊誠 近藤大輝 安原綾那 内橋諒穂 村尾優真
メンバー3
メンバー4
メンバー5

チーム名 広島大学 広島大学 広島大学 広島⼯業大学体育会
ヨット部

広島⼯業大学体育会
ヨット部

チーム所在地 広島県 広島県 広島県 広島県 広島県
エントリーナンバー 46 47 48 49 50

セール番号 31623 30574 31305 30006 30896
監督 ⽵中彩人 平田亮 山本莉久 ⿅島田涼太 千田芳輝

メンバー1 ⽵中彩人 平田亮 山本莉久 ⿅島田涼太 千田芳輝
メンバー2 ⻄側慎一朗 神下大樹 玉川生 石丸佑亮 小泉光悠
メンバー3
メンバー4
メンバー5

チーム名 ⽇⽴ヨット部

チーム所在地 神奈川県
エントリーナンバー 51

セール番号 28732
監督 田岡英洋

メンバー1 土井良平
メンバー2 松本洋一
メンバー3
メンバー4
メンバー5


