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艇種 セール№ ホームポート スキッパー クルー クルー クルー

1 シードスポーツ 1197 江の島 菊本　諭司 杉田　智宏

2 RS500 567 秋谷 中根　隆二 中根　淑雄

3 ホビー16 113763 秋谷 千田　大 石橋　えり

4 WETA 1107 江の島 青木　守

5 シーラーク - マリンボックス100 徳永　洋一 栗原　弘文

6 モス 3989 葉山港 後藤　浩紀

7 RS CAT16 - 葉山セーリングカレッジ 菊池　淑郎 井手野　雅明 カタヤナギ　ジュンコ コバヤシ　ナオコ

8 WETA 294 江の島 藤田　崇夫

9 テーザー 2211 江の島 佐々木　和人 大塚　正規

10 Nacra17 F 408 江の島 梶本　和歌子 川田　貴章

11 ホビー16 99033 逗子 Ward Aaron Marron Ken

12 テーザー 2957 江の島 中村　良平 中村　志津江

艇種 セール№ ホームポート スキッパー クルー クルー クルー

1 HAYAMA14 1786 マリンボックス100 猪股　潔 竹下　志浩 山田　由理子

2 HAYAMA14 1651 マリンボックス100 濱田　健二 濱田　美奈子

3 RS200 1045 秋谷 山中　泉 山中　友美

4 HAYAMA14 1661 マリンボックス100 鈴木　正信 齋藤　由里子 鈴木　由美子 長谷川　裕子

5 スナイプ 26955 秋谷 高橋　正人 林　謙次

6 シーマーチン（2枚帆） 1952 秋谷 菅沼　豊 永野　正則

7 シーホース 796 平塚 渡部　正行 長岡　善 渡部　美紀

8 RS200 1215 森戸海岸 岡本　和浩 岡本　けい子

9 シカーラ（スピンなし） 5315 江の島 十文字　直美 原　和男

10 シーホース 767 葉山港 富岡　創 上石　尚子 上石　博人 伊藤　一

11 RS Quest - 葉山セーリングカレッジ 松田　康治 宇野　三佳 オオノ　ミツアキ マスタニ　アツコ

12 シーホース 712 葉山港 村田　誠 藤井　利幸

13 レーザー2 3486 マリンボックス100 鈴木　俊幸 鈴木　弘子

14 スナイプ 29465 江の島 谷　意公男 斎藤　里香

15 シーホース 852 葉山（あぶずり） 高田　明 高田　早苗
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艇種 セール№ ホームポート スキッパー クルー クルー クルー

1 RS Vareo 260 秋谷ビーチ　ホソタカ 菅原　克彦

2 シーホッパー 9384 マリンボックス100 山根　重孝

3 シーホッパー 12668 秋谷 荒井　守

4 シーホッパー 12602 マリンボックス100 アラモアナいしばし 高橋　たまえ

5 シーホッパー 12363 マリンボックス100 河本　治夫

6 レーザー 154568 秋谷 須田　昌克

7 シーホッパー 8650 秋谷 黒田　貴行

8 レーザー 1 大浜海岸 高橋　祐介

9 MOTH（Scow） 947 EYC＆逗子ヨット協会 大野　信博

10 シーホッパー 8162 マリンボックス100 大嶋　真人

11 シーホッパー 13643 江の島 坂和　伸賢

12 シーホッパー 11783 マリンボックス100 西岡　豪

13 シーホッパー 12597 江の島 桑名　伯幸 鈴木　麻梨奈

14 RS Vareo - 葉山セーリングカレッジ 篠田　浩滋

15 シーホッパー 11160 マリンボックス100 渡邉　真

艇種 セール№ ホームポート スキッパー クルー クルー クルー

1 R17（アクタス） 132 葉山マリーナ 佐藤　雅俊 今井　三恵

2 アクアミューズ 2032 江の島 竹嶋　徹夫

3 アクアミューズ 2078 静岡市 仁科　勇

4 アクアミューズ 141 江の島 森田　一雄

5 アクアミューズ 2000 中禅寺湖 秋山　治

6 アクアミューズ 2082 中禅寺湖 佐竹　博文

7 アクアミューズ 1632 中禅寺湖 中西　康彦

8 アクアミューズ 2110 江の島 打田　宏

9 R17（アクタス） 138 小田急ヨットクラブ 茂木　繁明 相馬　敦 相馬　千佳子 斎藤　和久

10 シーマーチン(1枚帆) 2256 江の島 別府　大地 別府　和幸

11 アクアミューズ 14 中禅寺湖 石戸　安志

12 デイセーラ 877 葉山港 藤山　俊二 石川　泰弥 手塚　遼一

13 A級ディンギー 1095 葉山港 池田　友彦 宮崎　忠彦

14 デイセーラ 5628 江の島 石黒　洋一 石黒　典子 伊藤　とみ江

15 シーマーチン（シングルハンド） 117 平塚 別府　重和

16 デイセーラ 7022 葉山港 池田　彰 堀江　博

17 A級ディンギー 1111 逗子セーリングクラブ 平野　好明 佐藤　健二 草次　弘

18 アクアミューズ 2066 葉山港 波木井　孝治

19 R17（アクタス） 131 江の島 越智　泰夫 瀬戸　克弘 高谷　英一

20 シーマーチン（1枚帆） 613 マリンボックス100 山崎　湘太 山﨑　慶子
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