
2014年度 日本セーリング連盟 凡 例
IRO

レース・オフィサー名簿（外洋加盟団体） NRO
ARO

その他　県連、特別加盟からの登録もあります CRO

JSAF全体 120名 JSAF全体 ３７２名 JSAF全体 1６0名

資格種別 NRO 17 名 資格種別 ARO ４９ 名 資格種別 CRO ４５ 名

都道府県 氏名 認定番号 都道府県 氏名 認定番号 都道府県 氏名 認定番号
千葉県 宮澤 宏男 104-1-0002 北海道 小柳  貞明 101-2-0001 北海道 石川  彰 102-3-0001

千葉県 斉藤 晴彦 105-1-0001 北海道 鈴木  新二 101-2-0002 千葉県 長谷川  孝男 107-3-0001

東京都 鈴木  一行 106-1-0002 北海道 修田  光紹 101-2-0007 東京都 村田  惠子 104-3-0013

東京都 中里  英一 106-1-0003 千葉県 野口  隆司 105-2-0001 東京都 飯田  直弘 105-3-0004

東京都 鍵冨  真一 107-1-0002 千葉県 畑田  晴彦 105-2-0002 東京都 栗原  伸太郎 108-3-0001

東京都 大野  稔久 108-1-0001 東京都 渡邊  晋也 106-2-0007 東京都 服部  好彦 108-3-0002

神奈川県 羽柴  宏次 107-1-0001 東京都 才藤  滋 107-2-0001 東京都 大島  ゆう子 108-3-0003

静岡県 山田  賢司 109-1-0001 東京都 三輪  眞言 107-2-0002 東京都 高橋  洋史 108-3-0004

愛知県 長坂  収 110-1-0001 東京都 中村  正俊 302-2-0001 東京都 石丸  寿美子 309-3-0002

京都府 吉田  豊 111-1-0002 東京都 宮川  昌久 302-2-0003 東京都 金澤  孝司 313-3-0001

大阪府 井上  博 112-1-0001 東京都 高橋  弘 302-2-0004 東京都 桐井  敬祐 313-3-0023

大阪府 山岡  閃 112-1-0006 東京都 小島  正和 302-2-0005 神奈川県 星野  啓示 105-3-0009

兵庫県 横山  英博 112-1-0007 東京都 和田  実 302-2-0006 神奈川県 足立  利男 105-3-0010

福岡県 井原  裕二 114-1-0001 東京都 平生  進一 302-2-0007 神奈川県 石渡  日出男 105-3-0011

福岡県 冬至  克也 114-1-0002 東京都 山本  人一 302-2-0009 神奈川県 望月  規矩雄 105-3-0012

鹿児島県 剥岩  政次 115-1-0001 東京都 鈴木  隆雄 302-2-0010 神奈川県 飯島  洋一 107-3-0019

鹿児島県 宇都  光伸 115-1-0002 東京都 大島  良彦 315-2-0001 神奈川県 岡田  夏子 107-3-0021

神奈川県 二松  工 106-2-0005 神奈川県 吉川  彰人 108-3-0005

神奈川県 山下  博史 106-2-0006 神奈川県 松石  晋 303-3-0003

神奈川県 新通  弘二 107-2-0003 神奈川県 松石  万希子 303-3-0004

神奈川県 齋藤  ちとせ 302-2-0002 神奈川県 飯沢  則之 309-3-0001

神奈川県 浪川  宏 313-2-0003 神奈川県 榎本  裕 309-3-0004

神奈川県 池田  耕一 313-2-0004 神奈川県 角  鉄也 309-3-0006

愛知県 菱田  育夫 110-2-0002 神奈川県 中本  広之 309-3-0007

愛知県 横田  順市 110-2-0003 神奈川県 深沢  文彦 313-3-0002

滋賀県 髙橋  利明 111-2-0003 神奈川県 押小路  実弘 313-3-0012

302 東京ヨットクラブ 大阪府 田中  一永 112-2-0003 神奈川県 藤本  明宏 313-3-0013

303 日本ヨットマッチレース 兵庫県 永信  修治 112-2-0002 神奈川県 大蔭  雅彦 313-3-0018

309 葉山マリーナヨットクラブ 兵庫県 伊藤  耕磁 112-2-0009 神奈川県 沖  尚武 313-3-0019

313 江ノ島ヨットクラブ 兵庫県 植松  由量 112-2-0010 神奈川県 芝田  崇行 313-3-0024

314 徳島ヨットクラブ 兵庫県 妹尾  達樹 112-2-0011 神奈川県 清水  教男 318-3-0001

兵庫県 髙岡  公児 112-2-0012 愛知県 三浦  信郎 110-3-0001

兵庫県 田中  宏昭 112-2-0013 愛知県 三浦  桂子 110-3-0002

兵庫県 永松  馨介 112-2-0014 京都府 守本  孝造 111-3-0002

広島県 上原  正勝 113-2-0002 大阪府 岡田  憲佳 112-3-0006

広島県 小山  悟 113-2-0003 兵庫県 木内  隆博 112-3-0003

広島県 藤本  直樹 113-2-0004 兵庫県 蔵田  将広 112-3-0004

長崎県 塩脇  傳英 042-2-0015 兵庫県 杉原  寛信 112-3-0005

長崎県 森下  勇示 042-2-0016 徳島県 桝田  隆 314-3-0001

長崎県 浅川  潮太郎 042-2-0017 徳島県 瀬川  可児 314-3-0002

長崎県 峯  邦宏 042-2-0025 沖縄県 徳田  恭紀 116-3-0001

鹿児島県 橋元  幸一 115-2-0002 沖縄県 大城  晃 116-3-0002

鹿児島県 坂口  洋子 115-2-0004 沖縄県 高良  繁雄 116-3-0003

鹿児島県 田中  一平 115-2-0005 沖縄県 大浜  当吾 116-3-0004

鹿児島県 藤川  雄三 115-2-0006 沖縄県 前田  博 116-3-0005

鹿児島県 山下  光夫 115-2-0007

鹿児島県 市来  孝夫 115-2-0009

鹿児島県 源元  隆 115-2-0010

鹿児島県 田原  達也 115-2-0011

インターナショナル･レース･オフィサー
ナショナル･レース･オフィサー
エリア･レース･オフィサー
クラブ･レース･オフィサー


