
Sail No 会員区分
0 佐藤 素子 プロ
1 合志 明倫 プロ
2 原 百花 一般
3 大数加 光治 ランキング
4 JWA
5 池田 健星 学連
6 穴見 和彦 プロ
7 杉 匠真 プロ
8 笹尾 香南 プロ
9 工藤 輝 プロ
10 尾崎 はる奈 プロ
11 富澤 慎 一般
12 ⾧谷川 篤 プロ
13 村瀬 正臣 一般
14 藤田 英一 一般
15 板庇 雄馬 プロ
16 JWA
17 寺前 勝己 プロ
18 駒井 友彦 プロ
19 ⾧田 雅子 一般
20 石井 孝良 プロ
21 生駒 大輔 プロ
22 国枝 信哉 プロ
23 JWA
24 井津上 典洋 プロ
25 浅野 則夫 プロ
26 竹中 朋幸 ランキング
27 石井 颯太 プロ
28 賀来 耕一郎 プロ
29 岡本 充功 一般
30 JWA
31 山辺 美希 ランキング
32 松浦 花咲実 一般
33 忽那 敏章 ランキング
34 田沢 妙代子 一般
35 伊勢田 愛 一般
36 JWA
37 岡田 和夫 ランキング
38 濱口 泰 一般
39 野口 貴史 プロ
40 小島 久司 一般
41 JWA
42 JWA
43 杉原 匡 一般
44 黒石 勇次 一般
45 畔上 昭仁 一般
46 脇元 祐二 一般
47 加藤 幸夫 一般
48 城 聡 ランキング
49 JWA
50 JWA
51 柵木 聖也 一般
52 岩崎 勝郎 プロ
53 JWA
54 倉持 大也 ランキング
55 JWA
56 原 貴康 一般
57 香村 治彦 プロ
58 酒井 亨 プロ
59 JWA
60 穴見 知典 プロ
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61 鈴木 文子 プロ
62 JWA
63 叶 幸司 プロ
64 軒端 宏 一般
65 永田 理香 一般
66 穴見 賢太 ランキング
67 山田 昭彦 プロ
68 JWA
69 JWA
70 玉川 謙司 一般
71 土佐 洋子 プロ
72 小嶺 恵美 一般
73 地主 広明 一般
74 近藤 圭三 ランキング
75 田島 航 ランキング
76 櫛笥 順也 一般
77 永井 克郎 一般
78 JWA
79 松木 隆一 一般
80 JWA
81 JWA
82 JWA
83 JWA
84 北原 賢 プロ
85 鈴木 智彦 プロ
86 源 勇二 一般
87 JWA
88 宮川 秀樹 プロ
89 JWA
90 JWA
91 石野田 恵江 ランキング
92 JWA
93 JWA
94 大西 富士子 ランキング
95 戸島 直樹 一般
96 JWA
97 田渕 雅基 ランキング
98 JWA
99 小玉 欣一 ランキング
100 小林 悠馬 プロ
101 松葉 裕司 一般
102 申請中
103 堀部 豊和 一般
105 中村 晃大 一般
106 藤田 康生 一般
107 山本 俊江 一般
108 関 敬三 一般
109 小木曽 光恭 一般
111 尾川 潤 一般
113 今居 純子 一般
114 大須賀 力 一般
115 富田 純 プロ
116 小山田 柊平 ユース/ジュニア
118 堀川 智江 一般
119 原山 禄充 一般
120 中川 義博 一般
121 中井 忠則 プロ
122 岩田 俊彦 一般
123 ⾧沢 直人 一般
125 三澤 文良 一般
126 北本 恵一 ランキング
127 ⾧谷川 裕志 ランキング
129 岩槻 勝利 ランキング



133 古川 和夫 一般
134 吉武 雅博 プロ
135 北澤 貴文 一般
136 白方 優吏 プロ
137 岩槻 勝利 ランキング
138 白木 青羅 一般
139 村岡 美空 ユース/ジュニア
140 石村 健雄 一般
141 石井 龍宏 一般
143 犬竹 隆高 一般
144 土屋 篤志 一般
145 鳥塚 治樹 一般
147 佐藤 洋一郎 一般
149 増子 光 一般
150 渋谷 浩二 一般
151 島袋 直人 プロ
153 和田 祐輝 一般
154 辻田 祥吾 一般
155 申請中
157 菅野 誠 一般
159 永田 絹子 一般
160 山崎 秀夫 一般
164 臼井 尚志 一般
165 窪田 玲佳 ランキング
166 瀧瀬 勝之 一般
167 田阪 祐司 一般
170 岩崎 雄太 一般
171 守屋 拓海 プロ
172 磯部 真利 一般
173 国分 弘之 一般
174 水野 重敏 一般
175 石川 隆幸 一般
176 郡山 雅夫 一般
182 占部 心美 ユース/ジュニア
185 田畑 一雄 一般
192 小泉 巨樹 一般
195 由村 郁子 一般
197 近藤 知弥 一般
200 海老原 徹 一般
202 青山 正幸 一般
203 石井 陽太 ユース/ジュニア
205 杉浦 啓史 一般
206 桝崎 真也斗 ユース/ジュニア
212 青木 緑 一般
214 吉川 鉄男 一般
215 安藤 弘子 一般
216 牧本 宏 一般
217 生駒 拓人 ユース/ジュニア
218 大畠 崇 一般
220 山本 卓史 プロ
222 吉田 泰之 一般
223 神田 宗太 ユース/ジュニア
224 横井 愼也 一般
225 益田 陽一 一般
227 中川 尚 一般
230 吉松 龍海 ユース/ジュニア
232 市川 和俊 一般
235 内藤 智之 一般
236 梶村 幸永 ユース/ジュニア
240 高田 雅章 一般
241 西方 紀子 一般
249 名取 俊昭 一般
250 橋本 陸汰 ユース/ジュニア



257 池田 真弓 一般
260 神田 俊斗 ユース/ジュニア
271 平野 篤史 一般
272 近藤 海 ユース/ジュニア
276 青木 一男 一般
280 下村 真一 一般
281 しみず ひろふみ 一般
292 鈴木 富士夫 一般
299 橋本 洋 プロ
300 河内 修 一般
303 前田 安明 一般
305 石井 泰文 一般
306 中村 浩二 一般
309 河合 泰邦 一般
310 佐藤 秀雄 プロ
311 穴山 未生 プロ
313 中本 篤秀 一般
314 三石 真衣 プロ
315 吉松 政信 一般
317 山浦 喜大 一般
318 結城 英治 一般
319 持田 智宏 一般
320 吉松 愛翔 ユース/ジュニア
321 白樫 正和 一般
323 矢谷 守弘 一般
330 平野 公彦 一般
330 渥美 佑樹 一般
331 柄本 泰成 一般
332 力竹 孝 ランキング
333 久保田 均 一般
334 岩本 秀樹 一般
339 杉本 寧々 一般
343 藤井 邦彦 一般
345 馬場 空羅 ユース/ジュニア
347 三品 隆嗣 一般
351 鈴木 実紀 一般
357 近藤 昇 一般
358 内藤 紳之介 学連
359 渡邉 昭人 一般
365 田中 敬通 一般
371 佐伯 紗菜 ユース/ジュニア
375 森 美奈子 プロ
379 前原 真志 一般
385 鈴木 ジョージ 一般
387 宮瀬 忍 一般
391 岩村 雅明 一般
393 山本 裕章 一般
394 福井 梁介 一般
396 由利 浩一 一般
404 島﨑 健二 一般
408 服部 佳樹 ランキング
410 井上 雅敬 一般
428 舟橋 啓弥 一般
432 吉田 光宏 一般
441 阿部 義藤 一般
450 中嶋 基 プロ
451 美濃口 政己 ランキング
452 坂口 秀樹 一般
465 小川 達朗 一般
467 高野 智津子 一般
470 須⾧ 由季 ランキング
480 江間 誠 一般
485 加茂 なぎ ユース/ジュニア



496 貴島 政紀 一般
498 鈴木 理美 ランキング
500 有井 和雄 一般
505 石川 剛 一般
506 増田 琥太郎 ユース/ジュニア
510 河野 宏和 一般
511 曽我 英敏 一般
512 孝橋 正人 一般
513 若狹 優月 ユース/ジュニア
514 梶谷 修滋 一般
515 林 つぐみ ユース/ジュニア
517 渡辺 俊雄 一般
518 山田 美結 ユース/ジュニア
519 池田 敏広 一般
521 奥 博文 一般
523 秋田 ふみ ユース/ジュニア
529 田阪 愉香 一般
538 松本 徹也 一般
539 青木 信吾 一般
556 森田 仁 一般
561 大下 陽司 一般
567 猪股 俊一 一般
572 阿南 信也 一般
577 高橋 早太朗 ユース/ジュニア
580 小原 徹 一般
600 田中 響 ユース/ジュニア
601 豊岡 美枝 一般
603 古城門 大祐 一般
610 福村 拓也 一般
611 杉原 豪 ユース/ジュニア
613 籾山 和慶 一般
621 上野 幸治 ランキング
622 榊原 渉 一般
623 杉山 俊行 一般
626 上林 清 一般
632 柿本 有三 一般
633 大野 智一 一般
641 石橋 和幸 一般
665 小松 洋介 一般
666 沖 大樹 一般
670 中村 昌浩 一般
676 伊豆丸 伸一 ランキング
681 金井 義人 一般
691 河本 浩晶 一般
700 西田 和佳 プロ
701 都留 和宏 一般
702 熊谷 賢一 一般
706 菅光 うるは ユース/ジュニア
708 勝又 直也 一般
711 大熊 伸昌 一般
712 若狹 夏希 ユース/ジュニア
717 熊谷 耕治 一般
720 ⾧嶋 保博 一般
722 杉 僚真 ユース/ジュニア
724 山岡 暢広 一般
725 福園 正子 プロ
727 蔵内 健太郎 一般
731 臼井 庄吾 一般
734 水澤 淳 一般
744 網倉 真太郎 一般
753 上野 富士夫 一般
758 梶本 恆平 ランキング
770 岩井 幸子 一般



771 津野 健介 プロ
773 小野口 康之 一般
774 石井 有夏 ランキング
777 成田 徹 一般
778 青木 崚 一般
799 鶴巻 猛 一般
803 坂場 仁 一般
807 小川 輝雄 一般
808 鈴木 富士雄 一般
810 深田 由貴子 一般
811 小西 陽人 ユース/ジュニア
812 池照 貫吾 プロ
814 金上 颯大 ランキング
817 小西 麻文 ユース/ジュニア
822 朝日 春妃 一般
831 堺 希海 ユース/ジュニア
838 安江 謙一 一般
850 五端 博之 ランキング
851 市井 利依 一般
852 中川 貴博 一般
888 藤原 崇義 一般
900 寺田 茂晴 一般
907 浅田 昌秀 一般
911 金子 航大 一般
913 木村 政敏 一般
914 ⾧澤 和哉 一般
916 門馬 雄大 一般
919 金上 大輔 一般
921 本田 英司 一般
930 村越 良一 一般
973 大島 冬樹 一般
996 松本 裕幸 一般
999 藤原 洋一 一般
1000 鈴木 泉 一般
1001 小林 正広 一般
1005 道岡 敏治 一般
1010 藤田 浩之 一般
1016 浦川 義幸 一般
1019 平野 真一郎 一般
1022 上部 龍之介 ユース/ジュニア
1024 村上 一生 一般
1077 根岸 聡 一般
1091 池田 裕一 一般
1100 髙梨 佑樹 ユース/ジュニア
1101 村岡 澪 一般
1111 新嶋 光晴 一般
1113 新嶋 莉奈 学連
1117 大館 弘 ランキング
1118 杉原 真一郎 一般
1119 土井 寛之 一般
1120 大島 朱莉 ユース/ジュニア
1121 高崎 由子 プロ
1124 米田 武司 一般
1126 桜井 淳 一般
1129 本吉 太 一般
1130 皆田 真明 一般
1137 小林 和宏 一般
1150 生駒 勇樹 ユース/ジュニア
1151 斎藤 雄悟 ユース/ジュニア
1155 吉田 朔大 ユース/ジュニア
1177 大島 拓己 一般
1191 吉永 琢磨 一般
1199 伊川 茂樹 一般



1203 松野 善彦 一般
1210 吉久保 和弘 一般
1223 荻野 晃 一般
1234 小谷 英治 一般
1311 秋元 大 一般
1387 宮瀬 恭子 一般
1411 水嶋 政彦 一般
1444 生駒 篤樹 プロ
1501 飯干 光一 一般
1511 井田 充之 一般
1518 山田 美依 ユース/ジュニア
1543 平原 拓己 一般
1551 石原 智央 一般
1683 川上 義和 一般
1716 内藤 政典 一般
1717 齋藤 健治 一般
1770 多賀須 恵 プロ
1771 多賀須 淳 一般
1900 原野 壮平 一般
1919 生田 宏行 ランキング
1921 高橋 成典 一般
1973 松永 明憲 一般
1974 藤本 千晶 一般
1982 西村 哲也 一般
1991 板谷 盛靖 一般
1994 加藤 友隆 プロ
2008 中村 礼 ユース/ジュニア
2016 原田 紹臣 一般
2020 伊形 直之 一般
2106 梅川 努 一般
2112 金井 泰貴 一般
2120 天都 健夫 一般
2145 加藤 洋平 一般
2358 松本 真聡 一般
2665 中村 乃々子 ユース/ジュニア
2711 玉野 正幹 一般
2810 幸田 太 ランキング
2931 馬場 信行 一般
3103 鈴木 智美 ランキング
3111 佐藤 智秀 一般
3333 堀内 大輔 一般
3338 川添 雄彦 一般
3434 武田 知久 一般
3512 村山 智紀 一般
3616 岡本 隆治 一般
3739 市川 聖士 一般
3776 水谷 文彦 一般
3777 梅村 大輔 一般
3841 宮島 健輔 一般
4014 白石 匡 一般
4410 種村 雄己 一般
4443 岡田 鉄平 一般
4501 中嶋 颯 ユース/ジュニア
4510 安齊 大輔 ランキング
5050 柳澤 瑚々 ユース/ジュニア
5111 曽我 海遥 ユース/ジュニア
5152 木村 佳樹 一般
5577 中田 俊也 一般
5671 猪股 由香 一般
6232 保谷 朋子 一般
6625 中島 忠彦 一般
6641 草野 哲也 一般
7000 大竹 秀明 一般



7112 田口 海渉 ユース/ジュニア
7113 田口 理音 ユース/ジュニア
7291 戸田 隆一 一般
7575 北口 貴朗 一般
7717 吉岡 翔子 一般
7999 坪山 海人 一般
8020 羽田 京太郎 一般
8600 甲斐 祥文 一般
8601 吉嶺 健太郎 一般
8602 上之園 健太 一般
8616 神崎 正俊 一般
8636 廣村 翔太 一般
8810 宮前 佳月 ユース/ジュニア
8814 安田 文之 一般
8888 藤本 正揮 一般
9000 霜山 厚 一般
9501 宮野 幹弘 一般
9511 互井 千恵子 一般
9595 今井 昌典 一般
9804 冨川 重孝 一般
9813 小野寺 健児 一般
9999 市川 孝雄 一般


