
種目：　シニアクラス
参加艇数：　46　艇

順位 クラブ名 所属母体

1 早稲田大学Ａ級保存会 早稲田大学

2 九州大学帆友会 九州大学

3 同志社鯨会Ａ級ディンギー保存会 同志社大学

4 乙艫セーリングクラブ 横浜市立大学

5 淡青Ａ級ディンギー倶楽部 東京大学

6 櫻門Ａ級ディンギークラブ 日本大学

7 チームあたみさん 関東学院大学

8 松島Ａ級セーリングクラブ 東北大学・東北学院大

9 松島Ａ級セーリングクラブ 東北大学・東北学院大

10 中央Ａクラスクラブ 中央大学

11 甲風Ａ級倶楽部 甲南大学

12 三田Ａ級ディンギー倶楽部 慶應大学

13 蹊帆クラブ 成蹊大学

14 駿台セーリングクラブＡ級ディンギー同好会 明治大学

15 摩耶帆友会 大阪大学

16 逗子開成ディンギークラブ 逗子開成高校

17 甲風Ａ級倶楽部 甲南大学

18 淡青Ａ級ディンギー倶楽部 東京大学

19 早稲田大学Ａ級保存会 早稲田大学

20 三田Ａ級ディンギー倶楽部 慶應大学

21 みなはや・かざぐるま 名古屋大学・戸塚スクール

22 摩耶帆友会 大阪大学

23 白翠・旭水ディンギーチーム 東北大学・仙台二高

24 神戸大学ヨット部統合ＯＢ会 神戸大学

25 近大A級クラブ 近畿大学

26 工学院大学ヨット部OB会 工学院大学

27 修猷ヨットクラブ 修猷館高校

28 甲風Ａ級倶楽部 甲南大学

29 ひょっこりひょうたん島 徳島大学

30 渡洋会 西南学院大学

31 岡山大学ヨット部ＯＢ会飛沫会 岡山大学

32 逗子ヨット協会 逗子ヨット協会

33 鹿児島大学桜帆会 鹿児島大学

34 立教ディンギークラブ 立教大学

35 立教ディンギークラブ 立教大学

36 渡洋会 西南学院大学

37 ダークブルーディンギークラブ 京都大学

38 岡山大学ヨット部ＯＢ会飛沫会 岡山大学

39 櫻門Ａ級ディンギークラブ 日本大学

40 さぬきＡ級ディンギー倶楽部 高松商業高校

41 学習院大学ヨット部・桜帆会 学習院大学

42 鹿児島大学桜帆会 鹿児島大学

43 関東学院セーリングクラブ 関東学院大学

44 中央Ａクラスクラブ 中央大学

44 ＫＧセーリングクラブ 関西学院大学

44 蹊帆クラブ 成蹊大学
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種目：　FRP艇クラス
参加艇数：　25　艇

順位 クラブ名 所属母体

1 関西法友ヨットクラブ 法政大学

2 乙艫セーリングクラブ 横浜市立大学

3 松島Ａ級セーリングクラブ 東北大学・東北学院大

4 同志社鯨会Ａ級ディンギー保存会 同志社大学

5 清和御門ヨット倶楽部 立命館大学・立命館高校

6 渡洋会 西南学院大学

7 甲風Ａ級倶楽部 甲南大学

8 早稲田大学Ａ級保存会 早稲田大学

9 清和御門ヨット倶楽部 立命館大学・立命館高校

10 ＫＧセーリングクラブ 関西学院大学

11 淡青Ａ級ディンギー倶楽部 東京大学

12 三田Ａ級ディンギー倶楽部 慶應大学

13 摩耶帆友会 大阪大学

14 鹿児島大学桜帆会 鹿児島大学

15 立教ディンギークラブ 立教大学

16 松島Ａ級セーリングクラブ 東北大学・東北学院大

17 甲風Ａ級倶楽部 甲南大学

18 学習院大学ヨット部・桜帆会 学習院大学

19 工学院大学ヨット部OB会 工学院大学

20 サニーサイド・はっする サニーサイドマリーナヨットクラブ

21 さぬきＡ級ディンギー倶楽部 高松商業高校

22 ひょっこりひょうたん島 徳島大学

23 修猷ヨットクラブ 修猷館高校

24 サニーサイドＪｒ サニーサイドマリーナ

24 みなはや・かざぐるま 名古屋大学・戸塚スクール
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種目：　木造艇クラス
参加艇数：　32　艇

順位 クラブ名 所属母体

1 櫻門Ａ級ディンギークラブ 日本大学

2 九州大学帆友会 九州大学

3 同志社鯨会Ａ級ディンギー保存会 同志社大学

4 立教ディンギークラブ 立教大学

5 関西大学Ａ級ガンタークラブ 関西大学

6 甲風Ａ級倶楽部 甲南大学

7 逗子開成ディンギークラブ 逗子開成高校

8 近大A級クラブ 近畿大学

9 淡青Ａ級ディンギー倶楽部 東京大学

10 ほたて会Ａ級船班　ＴＡＣC 千葉大学

11 逗子ヨット協会 逗子ヨット協会

12 福高でんすけ会 福岡高校

13 蹊帆クラブ 成蹊大学

14 中央Ａクラスクラブ 中央大学

15 チームあたみさん 関東学院大学

16 関東学院セーリングクラブ 関東学院大学

17 蹊帆クラブ 成蹊大学

18 早稲田大学Ａ級保存会 早稲田大学

19 鹿児島大学桜帆会 鹿児島大学

20 九州大学帆友会 九州大学

21 摩耶帆友会 大阪大学

22 神戸大学ヨット部統合ＯＢ会 神戸大学

23 櫻門Ａ級ディンギークラブ 日本大学

24 ダークブルーディンギークラブ 京都大学

25 三田Ａ級ディンギー倶楽部 慶應大学

26 岡山大学ヨット部ＯＢ会飛沫会 岡山大学

27 岡山大学ヨット部ＯＢ会飛沫会 岡山大学

28 渡洋会 西南学院大学

29 駿台セーリングクラブＡ級ディンギー同好会 明治大学

30 中央Ａクラスクラブ 中央大学

31 白翠・旭水ディンギーチーム 東北大学・仙台二高

32 Red Sun 海陽海洋クラブ
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