
第19回ＹＭＦＳセーリング・チャレンジカップ＜ミニホッパー級＞参加選手リスト

Ｎｏ 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ ｾｰﾙＮｏ クラブ名 学校名 学年

1 畑　幹太 ﾊﾀ　ｶﾝﾀ 6406 山中湖中学校ヨット部 山中湖村立山中湖中学校 中3

2 福岡　寛太 ﾌｸｵｶ　ｶﾝﾀ 5130 山中湖中学校ヨット部 山中湖村立山中湖中学校 中2

3 小沢　聖人 ｵｻﾞﾜ　ｾｲﾄ 6318 山中湖中学校ヨット部 山中湖村立山中湖中学校 中1

4 久保田　景悠 ｸﾎﾞﾀ　ｹｲﾕｳ ＹＭＦＳジュニア葉山 目黒区立八雲小学校 小6

5 川原　万由子 ｶﾜﾊﾗ　ﾏﾕｺ ＹＭＦＳジュニア葉山 東洋英和女学院中学部 中1

6 楠瀬　和旺 ｸｽﾉｾ　ｶｽﾞｱｷ 6197 高知県セーリング連盟 香南市立夜須中学校 中2

7 Jeremy Mitchell ＮＺＬ1 Murray’s Bay Sailing Club Albany Junior High School age 14

8 James Jennings ＮＺＬ2 Murray’s Bay Sailing Club age 13

第19回ＹＭＦＳセーリング・チャレンジカップ＜シーホッパー級ＳＲ＞参加選手リスト

Ｎｏ 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ ｾｰﾙＮｏ クラブ名 学校名 学年

1 千田　春奈 ﾁﾀﾞ　ﾊﾙﾅ 室蘭セーリング協会 室蘭市立蘭東中学校 中2

2 佐藤　真也 ｻﾄｳ　ｼﾝﾔ 13407 山形県ジュニアヨットクラブ 山形県立加茂水産高等学校 高2

3 佐久間　海仁 ｻｸﾏ　ｶｲﾄ 12361 いわき海星高校ヨット部 福島県立いわき海星高等学校 高1

4 金成　拓也 ｶﾅﾘ　ﾀｸﾔ 13081 福島県高体連ヨット専門部 磐城緑陰高等学校 高1

5 渡邊　優紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳｷ 江東区小中学校セーリング部 江東区立第二大島中学校 中3

6 林　佳奈 ﾊﾔｼ　ｶﾅ 江東区小中学校セーリング部 江東区立深川第七中学校 中1

7 兼子　えみ ｶﾈｺ　ｴﾐ 12901 清水ヨットスポーツ少年団 静岡県立静岡中央高等学校 高2

8 戸井　瀬亜 ﾄｲ　ｾｱ 13088 清水ヨットスポーツ少年団 静岡市立清水興津中学校 中3

9 梅原　裕己 ｳﾒﾊﾞﾗ　ﾕｳｷ 12666 静岡県立熱海高校ヨット部 静岡県立熱海高等学校 高1

10 高橋　弘充 ﾀｶﾊｼ　ﾋﾛﾐﾂ 12412 静岡県立三ケ日高校ヨット部 静岡県立三ケ日高等学校 高1

11 神谷　花実 ｶﾐﾔ　ﾊﾅﾐ 13428 浜名湖ユースセーリング 聖隷クリストファー高等学校 高1

12 鳥居　加奈 ﾄﾘｲ　ｶﾅ 13 碧南セーリングクラブ 愛知県立碧南高等学校 高1

13 土屋　渚 ﾂﾁﾔ　ﾅｷﾞｻ 海陽海洋クラブ 愛知県立時習館高等学校 高1

14 吉永　琢磨 ﾖｼﾅｶﾞ　ﾀｸﾏ 13114 滋賀県セーリング連盟 大津市立皇子山中学校 中3

15 二井谷　和平 ﾆﾀﾀﾆ　ｶｽﾞﾍｲ 13111 滋賀県セーリング連盟 栗東西中学校 中3

16 赤尾　裕亮 ｱｶｵ　ﾕｳｽｹ 12369 香川県セーリング連盟 桜町中学校 中3

17 吉川弘樹 ﾖｼｶﾜ　ﾋﾛｷ 11381 高知県セーリング連盟 高知工業高等専門学校 高1

18 田村　昴士 ﾀﾑﾗ　ｺｳｼ 11405 高知県セーリング連盟 香南市立夜須中学校 中2

19 近藤　優介 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾕｳｽｹ 11406 高知県セーリング連盟 香南市立夜須中学校 中3

20 Elise Beavis NZL4 Murray’s Bay Sailing Club age 16

21 Georgia Craies NZL5 Murray’s Bay Sailing Club age 16

22 Will Cobb NZL6 Murray’s Bay Sailing Club age 15

23 村松　昴祐 ﾑﾗﾏﾂ　ﾕｳｽｹ 12751 大阪府ヨットセーリング連盟 大阪府立岸和田高等学校 高1

24 村松　叶子 ﾑﾗﾏﾂ　ｶﾅｺ 大阪府ヨットセーリング連盟 堺市西区浜寺南中学校 中1



第19回ＹＭＦＳセーリング・チャレンジカップ＜ＦＪ級＞参加選手リスト

Ｎｏ 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ ｾｰﾙＮｏ クラブ名 学校名 学年

1
大谷　陵 ｵｵﾀﾆ　ﾘｮｳ

1532 いわき海星高校ヨット部
福島県立いわき海星高等学校 高2

南葉　優樹 ﾅﾝﾊﾞ　ﾕｳｷ 福島県立いわき海星高等学校 高2

2
苅込　孝陽 ｶﾘｺﾐ　ｺｳﾖｳ

1211 いわき海星高校ヨット部
福島県立いわき海星高等学校 高2

菊地　拓弥 ｷｸﾁ　ﾀｸﾔ 福島県立いわき海星高等学校 高1

3
大野　潤 ｵｵﾉ　ｼﾞｭﾝ

1278 三ケ日高校ヨット部
静岡県立三ケ日高等学校 高1

山田　大剛 ﾔﾏﾀﾞ　ﾀﾞｲｺﾞ 静岡県立三ケ日高等学校 高1

4
井口　大輝 ｲｸﾞﾁ　ﾋﾛｷ

1512 三ケ日高校ヨット部
静岡県立三ケ日高等学校 高1

中島　竜也 ﾅｶｼﾏ　ﾀﾂﾔ 静岡県立三ケ日高等学校 高1

5
山西　祐摩 ﾔﾏﾆｼ　ﾕｳﾏ

1549 相良高校ヨット部
静岡県立相良高等学校 高2

鈴木　佑理 ｽｽﾞｷ　ﾕｳﾘ 静岡県立相良高等学校 高2

6
森　拓也 ﾓﾘ　ﾀｸﾔ

1487 相良高校ヨット部
静岡県立相良高等学校 高2

増田　翼 ﾏｽﾀﾞ　ﾂﾊﾞｻ 静岡県立相良高等学校 高1

7
菊池　佳奈 ｷｸﾁ　ｶﾅ

1510 相良高校ヨット部
静岡県立相良高等学校 高2

今村　弥恵子 ｲﾏﾑﾗ　ﾔｴｺ 静岡県立相良高等学校 高2

8
石津　力 ｲｼｽﾞ　ﾘｷ

1306 相良高校ヨット部
静岡県立相良高等学校 高1

森田　誠也 ﾓﾘﾀ　ｾｲﾔ 静岡県立相良高等学校 高1

9
植田　純未 ｳｴﾀﾞ　ﾋﾄﾐ

1206 相良高校ヨット部
静岡県立相良高等学校 高1

名波　拓眞 ﾅﾅﾐ　ﾀｸﾏ 静岡県立相良高等学校 高1

10
星野　遥 ﾎｼﾉ　ﾊﾙｶ

1513 熱海高校ヨット部
静岡県立熱海高等学校 高2

早川　亜季 ﾊﾔｶﾜ　ｱｷ 静岡県立熱海高等学校 高1

11
坂下　一真 ｻｶｼﾀ　ｶｽﾞﾏ

1514 熱海高校ヨット部
静岡県立熱海高等学校 高1

外川　光憲 ﾄｶﾞﾜ　ﾐﾂﾉﾘ 静岡県立熱海高等学校 高2

12
椛沢　匠紀 ｶﾊﾞｻﾜ　ｼｮｳｷ

1302 碧南セーリングクラブ
愛知県立碧南高等学校 高2

鈴木　孝忠 ｽｽﾞｷ　ﾀｶﾉﾘ 愛知県立碧南高等学校 高2

13
杉浦　杏理 ｽｷﾞｳﾗ　ｱﾝﾘ

1496 碧南セーリングクラブ
愛知県立碧南高等学校 高1

内藤　稚子 ﾅｲﾄウ　ﾜｶｺ 愛知県立碧南高等学校 高1

14
樋口　真弥 ﾋｸﾞﾁ　ﾏﾔ

1182 碧南セーリングクラブ
愛知県立碧南高等学校 高1

加藤　夕貴 ｶﾄｳ　ﾕｷ 愛知県立碧南高等学校 高1
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