
第９回　坊っちゃんカップエントリーリスト
【Aクラス】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 性別 学年 SAIL No
1 花田　義弘 ﾊﾅﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 光セーリングクラブ 男 中１ 3159
2 小菅　楓 ｺｽｶﾞ　ｶｴﾃﾞ 広島セーリングスクール 女 小５ 3142
3 河井　伶央 ｶﾜｲ　ﾚｵ 広島セーリングスクール 男 中１ 3144
4 前田　海陽 ﾏｴﾀﾞ　ｶｲﾖｳ 広島セーリングスクール 男 小６ 3145
5 高森　伶也 ﾀｶﾓﾘ　ﾚｲﾔ 広島セーリングスクール 男 小６ 3146
6 黒田　朗渡 ｸﾛﾀﾞ ｱｷﾄ Ｂ＆Ｇ兵庫ジュニア海洋クラブ 男 中１ 3025
7 黒田　浩渡 ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ Ｂ＆Ｇ兵庫ジュニア海洋クラブ 男 小４ 2790
8 谷口　慎治 ﾀﾆｸﾞﾁ　ｼﾝｼﾞ Ｂ＆Ｇ松山海洋クラブ 男 中２ 3281
9 武田　大地 ﾀｹﾀﾞ　ﾀﾞｲﾁ Ｂ＆Ｇ松山海洋クラブ 男 中２ 3104

10 長谷川　真大 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾏﾋﾛ Ｂ＆Ｇ松山海洋クラブ 男 小６ 3103
11 大槻　多恵美 ｵｵﾂｷ　ﾀｴﾐ Ｂ＆Ｇ松山海洋クラブ 女 小５ 3135
12 堤　虹葉 ﾂﾂﾐ　ﾆｼﾞﾊ Ｂ＆Ｇ新居浜海洋クラブ 女 中２ 3101
13 近藤　潤一郎 ｺﾝﾄﾞｳｼﾞｭﾝｲﾁﾛＢ＆Ｇ新居浜海洋クラブ 男 中１ 3165
14 泉　創 ｲｽﾞﾐ　ｿｳ Ｂ＆Ｇ新居浜海洋クラブ 男 中１ 3290
15 中川　晃 ﾅｶｶﾞﾜ　ｱｷﾗ Ｂ＆Ｇ新居浜海洋クラブ 男 小６ 3203
16 若江　柊栞 ﾜｶｴ ｼｭｶ Ｂ＆Ｇ松山海洋クラブ 女 中１ 3313
17 高橋  明樹 ﾀｶﾊｼ ｱｷ Ｂ＆Ｇ松山海洋クラブ 女 中１ 2983
18 玉田　真也 ﾀﾏﾀﾞ ﾏﾔ 琵琶湖ジュニアヨットクラブ 女 中２ 2809
19 松本泰地 ﾏﾂﾓﾄﾀｲﾁ B&G高松海洋クラブ 男 中２ 3254
20 御厩夏颯 ﾐﾏﾔｶｹﾙ B&G高松海洋クラブ 男 中１ 3251
21 佐藤陽渚 ｻﾄｳﾋﾅ B&G高松海洋クラブ 女 小６ 3253
22 藤村勇斗 ﾌｼﾞﾑﾗﾕｳﾄ B&G高松海洋クラブ 男 小５ 3275
23 藤村拓斗 ﾌｼﾞﾑﾗﾀｸﾄ B&G高松海洋クラブ 男 小５ 3250
24 小林　奏 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 宮津ジュニアヨットクラブ 女 小６ 3166
25 井上　千遥 ｲﾉｳｴ　ﾁﾊﾙ B&G福岡ｼﾞｭﾆｱ海洋ｸﾗﾌﾞ 女 小６ 2976
26 森　皇翔 モリ　コウト B&G伊丹海洋クラブ 男 小４ 2949
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第９回　坊っちゃんカップエントリーリスト
【Bクラス】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 性別 学年 SAIL No
1 花田　馨 ﾊﾅﾀﾞ　ｶｵﾘ 光セーリングクラブ 女 小３ 3046
2 豊島　有壮 ﾃｼﾏ　ﾕｳｿｳ 光セーリングクラブ 男 小３ 2974
3 橋本　歩波 ﾊｼﾓﾄ　ﾎﾅﾐ 広島セーリングスクール 女 小５ 3141
4 河井　若菜 ｶﾜｲ　ﾜｶﾅ 広島セーリングスクール 女 小５ 3119
5 久保田　悠木 ｸﾎﾞﾀ　ﾕｳｷ 広島セーリングスクール 男 小４ 1999
6 前田　月里 ﾏｴﾀﾞ　ﾂｷﾘ 広島セーリングスクール 女 小３ 2942
7 高森　遼香 ﾀｶﾓﾘ　ﾊﾙｶ 広島セーリングスクール 女 小４ 2937
8 児島　緋音 ｺｼﾞﾏ ｱｶﾈ Ｂ＆Ｇ兵庫ジュニア海洋クラブ 女 小５ 3029
9 好川　直希 ﾖｼｶﾜ　ﾅｵｷ Ｂ＆Ｇ松山海洋クラブ 男 小６ 3102

10 三浦　義樹 ﾐｳﾗ　ﾖｼｷ Ｂ＆Ｇ松山海洋クラブ 男 小５ 2653
11 長谷川　友乃 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾕｳﾉ Ｂ＆Ｇ松山海洋クラブ 女 小４ 2395
12 大槻　千寿 ｵｵﾂｷ　ﾁｽﾞ Ｂ＆Ｇ松山海洋クラブ 女 小３ 2654
13 矢野　正景 ﾔﾉ　ﾏｻｶｹﾞ Ｂ＆Ｇ新居浜海洋クラブ 男 小６ N８
14 高橋  優樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｷ Ｂ＆Ｇ大三島海洋クラブ 女 小５ 2493
15 吉岡　和月 ﾖｼｵｶ ｶﾂﾞｷ 琵琶湖ジュニアヨットクラブ 男 小３ 3315
16 若松薫彦 ﾜｶﾏﾂｼｹﾞﾋｺ B&G高松海洋クラブ 男 小５ 2335
17 増田一樹 ﾏｽﾀﾞｶｽﾞｷ B&G高松海洋クラブ 男 小５ 3252
18 石川海琉 ｲｼｶﾜｶｲﾙ B&G高松海洋クラブ 男 小３ 2882
19 森　美遥 モリ　ミハル B&G伊丹海洋クラブ 女 小３ 3311
20 二宮　怜也 ニノミヤ　リョウヤ B&G伊丹海洋クラブ 男 小５ 3310



第９回　坊っちゃんカップエントリーリスト
【Cクラス】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 性別 学年
1 升　公士朗 ﾏｽ　ｺｳｼﾛｳ 光セーリングクラブ 男 小３
2 小菅　伊吹 ｺｽｶﾞ　ｲﾌﾞｷ 広島セーリングスクール 女 小３
3 向井　真太郎 ﾑｶｲ　ｼﾝﾀﾛｳ 広島セーリングスクール 男 小３
4 三浦　朋恵 ﾐｳﾗ　ﾄﾓｴ Ｂ＆Ｇ松山海洋クラブ 女 小２
5 木村幸希 ｷﾑﾗｺｳｷ 湖山池ドリームジュニア 男 小３
6 吉岡 晴月 ﾖｼｵｶ ﾊﾙｷ 琵琶湖ジュニアヨットクラブ 男 年長
7 内海拓馬 ウツミタクマ B&G福岡ｼﾞｭﾆｱ海洋ｸﾗﾌﾞ 男 中１
8 二宮　玄仁 ニノミヤ　ハルト B&G伊丹海洋クラブ 男 小３
9 橋本　玲 ハシモト　レイ B&G伊丹海洋クラブ 女 小５
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