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2015年日本 J/24クラス協会会員名簿 

№ 会員区分 名前 所属水域 所属艇名 セール№ 

1 正会員 中西 英貴 関西 Blackpearl JPN5267 

2 正会員 岩出 彰 関西 CHOVE CHUVA JPN5077 

3 正会員 小寺 利明 関西 COWBELL JPN5262 

4 正会員 田中 隆年 関西 COWBELL JPN5262 

5 正会員 岡田 祥久 関西 GAINAGELU Jr.   

6 正会員 飯塚 正人 関西 HANGOVER JPN4459 

7 正会員 山崎 修 関西 JUGGLER JPN4714 

8 正会員 坂本 亘 関西 Siesta JPN5260 

9 正会員 今井 信行 関西 Siesta JPN5179 

10 正会員 浜田 紀雄 関西 UP WIND JPN4267 

11 正会員 山田 裕文 関西 UP WIND JPN4267 

12 正会員 桂 禎之 関西 UP WIND JPN4267 

13 正会員 森田 栄納介 関西 Wailea   

14 正会員 己斐 健一 関西 いちもくさん JPN5271 

15 正会員 出道 耕輔 関西 いちもくさん JPN5271 

16 正会員 井上 泰治 関西 クラリス   

17 正会員 近藤 慶治 九州 FOX JPN4085 

18 正会員 谷 伸明 九州 manta JPN4584 

19 正会員 岡本 成道 九州 MARIL JPN4709 

20 正会員 藤原 正登 九州 MARIL JPN4709 

21 正会員 白濱 重敏 九州 WHITE SQUALL JPN4855 

22 正会員 辻 寛基 九州 WHITE SQUALL JPN5483 

23 正会員 高野 ユンタ 九州 ﾘﾄﾙ･ﾏﾏ JPN3796 

24 正会員 横田 順一 東海     

25 正会員 畠山 知己 関東 GEKKO JPN5450 

26 正会員 武居 徳真 関東 GEKKO JPN5450 

27 正会員 中澤 信夫 関東 GEKKO JPN5450 

28 正会員 松本 陽一 関東 Jellyfish JPN5317 

29 正会員 室橋紅里子 関東 LULL JPN4886 

30 正会員 町山 文洋 関東 LuLL JPN4886 

31 正会員 亀山 翠 関東 Pink Kiss JPN5007 

32 正会員 前田 康子 関東 Pink Kiss JPN5007 

33 正会員 長谷川 淳 関東 Pink Kiss JPN5007 
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34 正会員 森 信秀 関東 Pink Kiss JPN5007 

35 正会員 金田 浩二 関東 Ripple JPN5268 

36 正会員 可世木 和人 関東 SARASA JPN4715 

37 正会員 佐々木 徹 関東 SARASA JPN4715 

38 正会員 舘 敏一 関東 SARASA JPN4715 

39 正会員 作道 郁子 関東 Vicky JPN3815 

40 正会員 萩原 重一 関東 オリーブ５ JPN5011 

41 正会員 竹内 誠 関東 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾙｰ JPN5010 

42 正会員 上松 慮生 関東 だぼはぜ JPN5013 

43 正会員 亀山 浩史 関東 だぼはぜ JPN5013 

44 正会員 熊谷 一樹 関東 だぼはぜ JPN5013 

45 正会員 松本 浩司 関東 テンプス４ JPN4728 

46 正会員 戸叶 幹男 関東 帆省海 JPN5083 

 

№ 会員区分 名前 所属水域 所属艇名 セール№ 

1 準会員 北山 義夫 関西 Blackpearl JPN5267 

2 準会員 浦 俊一郎 関西 Blackpearl JPN5267 

3 準会員 清水 友紀 関西 Blackpearl JPN5267 

4 準会員 松田 記幸 関西 Blackpearl JPN5267 

5 準会員 小松 正勝 関西 Blackpearl JPN5267 

6 準会員 相本 聡洋 関西 CHOVE CHUVA JPN5077 

7 準会員 藤森 文啓 関西 CHOVE CHUVA JPN5077 

8 準会員 栗山 真純 関西 CHOVE CHUVA JPN5077 

9 準会員 平松 薫 関西 COWBELL JPN5262 

10 準会員 村田 隆嗣 関西 COWBELL JPN5262 

11 準会員 川岸 邦充 関西 COWBELL JPN5262 

12 準会員 小島 洋一 関西 COWBELL JPN5262 

13 準会員 山川 浩一 関西 COWBELL JPN5262 

14 準会員 白川 真三 関西 GAINAGELU Jr.   

15 準会員 赤澤 良則 関西 GAINAGELU Jr.   

16 準会員 阿部 晋也 関西 GAINAGELU Jr.   

17 準会員 近藤 益夫 関西 GAINAGELU Jr.   

18 準会員 中野 太洋 関西 GAINAGELU Jr.   

19 準会員 高野 佳雄 関西 GEKKO   

20 準会員 木下 裕之 関西 HANGOVER JPN4459 
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21 準会員 福冨 薫 関西 HANGOVER JPN4459 

22 準会員 東 宏 関西 HANGOVER JPN4459 

23 準会員 森川 聡 関西 HANGOVER JPN4459 

24 準会員 余保 孝尚 関西 HANGOVER JPN4459 

25 準会員 渡辺 紀生 関西 HANGOVER JPN4459 

26 準会員 鈴木 義一 関西 JUGGLER JPN4714 

27 準会員 岩本 興一 関西 JUGGLER JPN4714 

28 準会員 吉原 啓太 関西 JUGGLER JPN4714 

29 準会員 広田 要一 関西 JUGGLER JPN4714 

30 準会員 村田 圭資 関西 JUGGLER JPN4714 

31 準会員 三宅 啓夫 関西 JUGGLER JPN4714 

32 準会員 河内 孝文 関西 JUGGLER JPN4714 

33 準会員 藤井 裕己 関西 Siesta JPN5269 

34 準会員 岡本 康裕 関西 Siesta JPN5269 

35 準会員 内野 航太 関西 Siesta JPN5269 

36 準会員 河淵 圭佑 関西 Siesta JPN5269 

37 準会員 和田 大地 関西 Siesta JPN5269 

38 準会員 蔵道 孝文 関西 Siesta JPN5179 

39 準会員 村田 竜比登 関西 UP WIND JPN4267 

40 準会員 小林 孝司 関西 UP WIND JPN4267 

41 準会員 田中 ゆう子 関西 UP WIND JPN4267 

42 準会員 橋本 宏一郎 関西 UP WIND JPN4267 

43 準会員 赤井 昌之 関西 Wailea   

44 準会員 中本 真美子 関西 Wailea   

45 準会員 今田 圭祐 関西 Wailea   

46 準会員 岩本 玲 関西 Wailea   

47 準会員 前田 智史 関西 WHITE SQUALL JPN5483 

48 準会員 西川 久生 関西 いちもくさん JPN5271 

49 準会員 中山 智弘 関西 いちもくさん JPN5271 

50 準会員 浅利 天 関西 いちもくさん JPN5271 

51 準会員 田中 冠名 関西 いちもくさん JPN5271 

52 準会員 高瀬 隼人 九州 FOX JPN4085 

53 準会員 安田 真世 九州 FOX JPN4085 

54 準会員 宮崎 俊之 九州 FOX JPN4085 

55 準会員 古賀 猛 九州 FOX JPN4085 
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56 準会員 長野 太一 九州 FOX JPN4085 

57 準会員 八山 義則 九州 manta JPN4584 

58 準会員 玉井 邦雄 九州 manta JPN4584 

59 準会員 植波 望 九州 manta JPN4584 

60 準会員 入江 彰 九州 MARIL JPN4709 

61 準会員 二宮 浩徳 九州 WHITE SQUALL JPN5483 

62 準会員 猿渡 照瑛 九州 WHITE SQUALL JPN5483 

63 準会員 筒井 大和 九州 WHITE SQUALL JPN5483 

64 準会員 川瀬 達也 東海 CHOVE CHUVA JPN5077 

65 準会員 小川 紗津貴 関東 CHOVE CHUVA JPN5077 

66 準会員 中山 遼平 関東 GEKKO JPN5450 

67 準会員 宮本  貴文 関東 GEKKO JPN5450 

68 準会員 小島 広久 関東 GEKKO JPN5450 

69 準会員 石山 雄大 関東 GEKKO JPN5450 

70 準会員 木村 有宏 関東 Jellyfish JPN5317 

71 準会員 飯岡 方春 関東 Jellyfish JPN5317 

72 準会員 伊藤 隆 関東 Jellyfish JPN5317 

73 準会員 徳毛 淑 関東 Jellyfish JPN5317 

74 準会員 西島 肇 関東 Jellyfish JPN5317 

75 準会員 藤井 洋暢 関東 Lull JPN4886 

76 準会員 山崎 治仁 関東 LuLL JPN4886 

77 準会員 金子 純代 関東 LuLL JPN4886 

78 準会員 松屋 優介 関東 LULL JPN4886 

79 準会員 野呂 見 関東 Pink Kiss JPN5007 

80 準会員 鈴木 健 関東 Pink Kiss JPN5007 

81 準会員 江崎 五郎 関東 Pink Kiss JPN5007 

82 準会員 石村 佳之 関東 SARASA JPN4715 

83 準会員 菊地 正剛 関東 SARASA JPN4715 

84 準会員 菊地 園子 関東 SARASA JPN4715 

85 準会員 和田 文 関東 Vicky JPN3815 

86 準会員 壇 柔正 関東 Vicky JPN3815 

87 準会員 壇 綾子 関東 Vicky JPN3815 

88 準会員 井上 恵子 関東 Vicky JPN3815 

89 準会員 岡田 淑子 関東 Vicky JPN3815 

90 準会員 霜山 元 関東 仰秀 JPN5273 
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91 準会員 金田 崇利 関東 仰秀 JPN5273 

92 準会員 渡邊 哲 関東 仰秀 JPN5273 

93 準会員 米山 博己 関東 オリーブ５ JPN5011 

94 準会員 米山 勇哉 関東 オリーブ５ JPN5011 

95 準会員 松野 敬宣 関東 オリーブ５ JPN5011 

96 準会員 松野 和敬 関東 オリーブ５ JPN5011 

97 準会員 松野 憲敬 関東 オリーブ５ JPN5011 

98 準会員 倉本 弘樹 関東 オリーブ５ JPN5011 

99 準会員 羽柴 宏次 関東 オリーブ５ JPN5011 

100 準会員 坂本 賢司 関東 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾙｰ JPN5010 

101 準会員 堀江 正明 関東 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾙｰ JPN5010 

102 準会員 竹下 奉孝 関東 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾙｰ JPN5010 

103 準会員 斉藤 智子 関東 だぼはぜ JPN5013 

104 準会員 杉貴 陽二郎 関東 だぼはぜ JPN5013 

105 準会員 細山 智久 関東 だぼはぜ JPN5013 

106 準会員 久米 敏 関東 だぼはぜ JPN5013 

107 準会員 藤井 和寿 関東 だぼはぜ JPN5013 

108 準会員 関根 淳 関東 だぼはぜ JPN5013 

109 準会員 吉藤 博章 関東 だぼはぜ JPN5013 

110 準会員 金子 勉 関東 テンプス４ JPN4728 

111 準会員 吉田 宗一郎 関東 テンプス４ JPN4728 

112 準会員 武藤 拓万 関東 テンプス４ JPN4728 

113 準会員 首藤 洋一 関東 テンプス４ JPN4728 

114 準会員 間宮 正貴 関東 テンプス４ JPN4728 

115 準会員 菊地 芽衣子 関東 帆省海 JPN5083 

116 準会員 片山 英世 関東 帆省海 JPN5083 

117 準会員 山崎 彰太郎 関東 帆省海 JPN5083 

118 準会員 中田 俊輔 関東 帆省海 JPN5083 

119 準会員 坂上 諒太郎 関東 帆省海 JPN5083 

 

 

№ 会員区分 名前 所属水域 所属艇名 セール№ 

1 ｼﾞｭﾆｱ 増岡 弘 関西 GAINAGELU Jr.   

2 ｼﾞｭﾆｱ 小倉 隆寛 関西 Wailea   

3 ｼﾞｭﾆｱ 己斐 健太郎 関西 いちもくさん JPN5271 
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4 ｼﾞｭﾆｱ 冨田 大貴 九州 FOX JPN4085 

5 ｼﾞｭﾆｱ 平松 和弥 九州 MARIL JPN4709 

6 ｼﾞｭﾆｱ 北詰 有人 九州 MARIL JPN4709 

7 ｼﾞｭﾆｱ 村上 広司 九州 MARIL JPN4709 

8 ｼﾞｭﾆｱ 谷川 琢也 九州 MARIL JPN4709 

9 ｼﾞｭﾆｱ 大村 聡信 九州 MARIL JPN4709 

10 ｼﾞｭﾆｱ 森本 真仁 九州 MARIL JPN4709 

11 ｼﾞｭﾆｱ 森 俊介 九州 MARIL JPN4709 

12 ｼﾞｭﾆｱ 津留 健 九州 WHITE SQUALL JPN5483 

13 ｼﾞｭﾆｱ 加藤 文弥 関東 GEKKO JPN5450 

14 ｼﾞｭﾆｱ 市川 航平 関東 GEKKO JPN5450 

15 ｼﾞｭﾆｱ 山本 仁志 関東 GEKKO JPN5450 

16 ｼﾞｭﾆｱ 東野 竜弥 関東 GEKKO   

17 ｼﾞｭﾆｱ 北川 英幸 関東 LuLL JPN4886 

18 ｼﾞｭﾆｱ 高曽 陽平 関東 Pink Kiss JPN5007 

19 ｼﾞｭﾆｱ 山中 進太郎 関東 Ripple JPN5268 

20 ｼﾞｭﾆｱ 志賀 翔太 関東 Ripple JPN5268 

21 ｼﾞｭﾆｱ 白石 穂高 関東 Ripple JPN5268 

22 ｼﾞｭﾆｱ 岡本 拓也 関東 Ripple JPN5268 

23 ｼﾞｭﾆｱ 小鷹 英和 関東 Ripple JPN5268 

24 ｼﾞｭﾆｱ 駒崎 ナエコ 関東 Ripple JPN5268 

25 ｼﾞｭﾆｱ 松山 宏彰 関東 仰秀 JPN5273 

26 ｼﾞｭﾆｱ 青木 凌 関東 仰秀 JPN5273 

27 ｼﾞｭﾆｱ 上村 周 関東 仰秀 JPN5273 

28 ｼﾞｭﾆｱ 岡田 一輝 関東 仰秀 JPN5273 

29 ｼﾞｭﾆｱ 中田 祐輔 関東 仰秀 JPN5273 

30 ｼﾞｭﾆｱ 海野 洋平 関東 仰秀 JPN5273 

31 ｼﾞｭﾆｱ 山本 圭祐 関東 仰秀 JPN5273 

32 ｼﾞｭﾆｱ 笠原 淳 関東 仰秀 JPN5273 

33 ｼﾞｭﾆｱ 鈴木 将平 関東 テンプス４ JPN4728 

34 ｼﾞｭﾆｱ 瀬川 寛 関東 帆省海 JPN5083 

以上 199名 

 

2016/02/21   会計担当理事   舘 敏一 


