
第３回関西オープン２０１３　エントリー協力してくださった皆さん　ありがとうございました。

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 島田健斗 大阪･CLOVER SURF 三浦海斗 大阪･MYU SURFBOARDS 斎藤昇吾 三重･ﾜｲﾙｽﾞｻｰﾌ

2 笹山恵太 大阪･OPTION 新井健太 大阪･MYU SURFBOARDS 村田翔 三重･ﾑﾗｻｷMIE

3 森将真 大阪･OPTION 西山徹 大阪･MYU SURFBOARDS 村田嵐 三重･ﾑﾗｻｷMIE

4 石黒邦治 大阪･CHUG 河谷才蔵 大阪･TheBluesurf 森亨二 三重･ﾑﾗｻｷMIE

5 重大輔 大阪･CHUG 濱村海斗 三重･㈲浜村ﾓｰﾀｰｽ 野口明弘 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ

6 石原理司 大阪･CHUG 春田勝也 三重･K's SURF GALLERY 峯慎介 兵庫･SURF UP 伊丹

7 渡辺英治 大阪･CHUG 坂口翔 三重･K's SURF GALLERY 浦田誠 大阪・

8 末政俊介 大阪･LINK… 山神啓市 三重･JIBE BILLABONG STORE東俊 三重･ﾜｲﾙｽﾞｻｰﾌ

9 谷口徳章 大阪･LINK… 星野リアン 三重･JIBE BILLABONG STORE荒川照夫 奈良･ﾑﾗｻｷ大和郡山

10 辻良明 大阪･O.F.E 和泉 川村昂史 三重･ｽﾌﾟﾘｰﾑｻｰﾌﾎﾞｰﾄﾞ 祝田健一 愛知･REWARD

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 古家崇宏 大阪･COF 辻本健太 大阪･ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻｰﾌ 喜田裕二 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ

2 宮脇雅志 大阪･gate surf box 金田泰義 大阪･ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻｰﾌ 松井隆晃 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ

3 中尾敏明 大阪･MATAHARI SURF 寺田将也 大阪･ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻｰﾌ 山口満 三重･JIBE BILLABONG STORE

4 進藤剛 大阪･MATAHARI SURF 黒川裕司 大阪･ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻｰﾌ 北村和哉 三重･JIBE BILLABONG STORE

5 喜多裕介 大阪･MATAHARI SURF 橋本修治 大阪･ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻｰﾌ 黒田健介 三重･ﾑﾗｻｷMIE

6 上嶋伸一 大阪･OPTION 橋野拓貴 大阪･ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻｰﾌ 原田昌之 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ

7 渡邉佑介 大阪･OPTION 東山敬史 大阪･ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻｰﾌ 藪下政樹 京都･STRADIY

8 北垣和也 大阪･LINK… 亀井勇吾 大阪･ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻｰﾌ 村田侑紀 京都･STRADIY

9 本荘浩一 大阪･O.F.E 和泉 松村真悟 大阪･ｱｰﾙｽﾞｻｰﾌｶﾞﾚｰｼﾞ 宿女昌也 京都･STRADIY

10 宮崎竜一 大阪･O.F.E 和泉 新垣繁 大阪･ｱｰﾙｽﾞｻｰﾌｶﾞﾚｰｼﾞ 鷲田大介 京都･DAYZ

11 渡辺滝人 大阪･３０３ SURF 米田彰博 大阪･SWELL堺 平田弘道 京都･ﾉｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

12 梅本裕太 大阪･MYU SURFBOARDS 木下浩章 大阪･SWELL堺 橋本尚紀 兵庫･PLUS-S

13 小塚光洋 大阪･MYU SURFBOARDS 前島勇太 大阪･SWELL堺 谷川文崇 兵庫･SURF UP 伊丹

14 鎌苅慎太郎 大阪･MYU SURFBOARDS 平田友和 大阪･SWELL堺 田辺輝威 愛知･REWARD

15 阪口良太 大阪･ﾋﾞｶﾞｰｽﾞ 北村幹友 大阪･TheBluesurf 宇都宮健晴 愛知･REWARD

16 檜垣健 大阪･ﾋﾞｶﾞｰｽﾞ 松村春樹 大阪･TheBluesurf 竹上知宏 愛知･REWARD

17 牧村厚志 大阪･ﾋﾞｶﾞｰｽﾞ 西村学 大阪･TheBluesurf 谷本国弘 愛知･REWARD

18 石田峰乗 大阪･ﾋﾞｶﾞｰｽﾞ 川村拓也 三重･K's SURF GALLERY 岡田亮彦 大阪・

19 石倉慎太郎 大阪･ﾄﾘｯｷｰ 生田目裕人 三重･K's SURF GALLERY 緒方太 大阪・

20 中野貴史 大阪・OFF THE WALL 片岡康穂 三重･R2 SURF 須田耕一郎 大阪・

21 奥秀太 大阪・OFF THE WALL 大下修平 三重･R2 SURF 川本拳斗 大阪・

22 毛下忠政 大阪･ﾑﾗｻｷ泉南 北村圭一郎 三重･R2 SURF 山中泰輔 和歌山･

23 薮田康平 大阪･ﾑﾗｻｷ大日 村田泰希 三重･R2 SURF 久木山秀 和歌山･ﾊｳｵﾘｻｰﾌ 

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 寺岡明秀 大阪･Climb Surf 山根慎 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 浅羽美波 大阪･FUN SURF

2 新納達也 大阪･Climb Surf 坂本富士雄 大阪･SWELL堺 松尾静子 大阪･SWELL堺

3 岸上哲也 大阪･gate surf box 江藤誠 大阪･SWELL堺 池崎真子 大阪･SWELL堺

4 山西敦司 大阪･OPTION 阿久雅実 大阪･TheBluesurf 松島玉恵 大阪･ET.SURF.SHACK

5 小谷和宏 大阪･OPTION 柴谷雅仁 大阪･Chikiri Surf 山本愛海 大阪･ｳｪｰﾌﾞ

6 茶木重人 大阪･O.F.E 和泉 南寿平 大阪･Chikiri Surf 前田きみか 三重･K's SURF GALLERY

7 渡辺勝己 大阪･３０３ SURF 清原修一 大阪･Chikiri Surf 岩間紋未 三重･K's SURF GALLERY

8 瀧野岳 大阪･ﾋﾞｶﾞｰｽﾞ 小瀬昭人 大阪･Chikiri Surf 加藤実那 三重･R2 SURF

9 松村達也 大阪･ｻﾞ･ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰｽﾞ 村井剛 大阪･Chikiri Surf 草深梨加 三重･R2 SURF

10 斉野慎司 大阪･ｻﾞ･ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰｽﾞ 小次誠二 大阪･Chikiri Surf 川瀬心那 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌ

11 松本晃一 大阪･ﾄﾘｯｷｰ 野間広昭 大阪･ET.SURF.SHACK 寺本楓 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ

12 藤田正晴 大阪・OFF THE WALL 高岡敦 大阪･HAZARD 小濱槙希子 京都･STRADIY

13 土井孝 大阪･SHOP LAUGH 中井重弥 三重･㈲浜村ﾓｰﾀｰｽ 広瀬直美 京都･ﾉｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

14 松本文貴 大阪･TEAM evo 桝井浩詞 三重･ﾑﾗｻｷMIE 吉川夏樹 和歌山･ｼｰｼﾞｬｯｸ

15 塩崎敬紳 大阪･TEAM evo 野口明弘 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ 泉尾美咲 大阪・

16 八田俊吾 大阪･TEAM evo 植田志月 和歌山･ﾄﾝｶﾞｻｰﾌ 廣瀬奈美 大阪・OFF THE WALL

17 山元庸隆 大阪･TEAM evo 山田恭輔 京都・ 上田有夢 大阪･TheBluesurf

18 竹内章 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 田上さくら 愛知･REWARD

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 釜本敏幸 大阪･OPTION 杉江明寛 大阪･TheBluesurf 増田洋士 和歌山･ﾊｳｵﾘｻｰﾌ 

2 平野寿幸 大阪･LINK… 山野雄二 大阪･Chikiri Surf 篠原正規 和歌山･ﾊｳｵﾘｻｰﾌ 

3 東谷賢 大阪･LINK… 松澤秀樹 大阪･ﾑﾗｻｷなんばcity 小井清敬 和歌山･ﾊｳｵﾘｻｰﾌ 

4 小西淳夫 大阪･O.F.E 和泉 阪本修平 大阪・OFF THE WALL 薮裕太 和歌山･ﾊｳｵﾘｻｰﾌ 

5 吉原健 大阪･O.F.E 和泉 西村礼介 三重･R2 SURF 林芳生 和歌山･ｼｪﾙｽﾞ

6 川上拓真 大阪・OFF THE WALL 西井健勝 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 坂東隆人 和歌山･

7 西田輝久 大阪･SHOP LAUGH 松本和子 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 土嶋敬司 奈良･

8 坂本よしのり 大阪･ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻｰﾌ 浅野直哉 奈良･ﾑﾗｻｷ大和郡山 永田一樹 愛知･

9 浦田和彦 大阪･TEAM evo 川口正幸 京都･ﾍﾞｱｰﾌｯﾄ 森本吉博 大阪･ｹﾞｯﾄﾌﾘｰ

10 篠原卓 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 村岸俊幸 滋賀･ｷｬﾝﾃﾞｨｰﾇｰｻ 田原宏夢 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ

11 畑中正明 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ
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氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 川添章應 大阪･ﾑﾗｻｷ泉南 田邑星斗 大阪･FUN SURF 中林頼 大阪･ﾄﾘｯｷｰ

2 森田喜美香 大阪･ﾑﾗｻｷ泉南 大下海 大阪･CLOVER SURF 笹田十夢 大阪･TheBluesurf

3 松井弘乃 大阪･ﾑﾗｻｷ泉南 中辻周平 大阪･CLOVER SURF 岡村晃友 大阪･MELLOW

4 谷川純子 大阪･O.F.E 大阪 大浦陸 大阪･Climb Surf 後田海人 三重･ﾜｲﾙｽﾞｻｰﾌ

5 山下海果 三重･LE-BA SURF 渡辺武尊 大阪･３０３ SURF 村田翔 三重･ﾑﾗｻｷMIE

6 川股大士 三重･LE-BA SURF 坂根碩人 大阪･MYU SURFBOARDS 村田嵐 三重･ﾑﾗｻｷMIE

7 林美佳 京都･STRADIY 中村建貴 大阪･MYU SURFBOARDS 植田海志 和歌山･ﾄﾝｶﾞｻｰﾌ

8 平野恵之 兵庫･PLUS-S 一柳祐人 大阪･MYU SURFBOARDS 泉尾海斗 大阪・

9 藤原力 島根・

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 北田晴亜 大阪･CLOVER SURF 堀内公祥 大阪･TEAM evo 米澤晃 奈良･ﾑﾗｻｷ大和郡山

2 豊村真央 大阪･CLOVER SURF 岸本慎哉 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 段秀樹 京都･FREE SLOW

3 陸野涼 大阪･CLOVER SURF 宇野綱人 大阪･SWELL堺 小寺一暢 京都･FREE SLOW

4 清水貴士 大阪･CLOVER SURF 奥山雄介 大阪･SWELL堺 小林亮 兵庫･PLUS-S

5 多田光司 大阪･CLOVER SURF 木下恭章 大阪･SWELL堺 大島優晟 兵庫･SURF UP 伊丹

6 高木章 大阪･COF 斎藤弘晃 大阪･SWELL堺 大西隼人 兵庫･SURF UP 伊丹

7 新井将和 大阪･COF 中村裕二郎 大阪･SWELL堺 榊原匡清 滋賀･ｸﾘﾌｻｲﾄﾞ

8 藤川貴則 大阪･gate surf box 堀江伸太郎 大阪･SWELL堺 原秀徳 愛知･REWARD

9 碇山智仁 大阪･MATAHARI SURF 川戸毅之 大阪･SWELL堺 植修一郎 愛知･REWARD

10 岩田翔 大阪･MATAHARI SURF 半田洋平 大阪･SWELL堺 安田誠 愛知･REWARD

11 北田隆大 大阪･TRIAL Surf Family 下崎悠 大阪･TheBluesurf 古川雄尉 和歌山･ﾊｳｵﾘｻｰﾌ 

12 前川哲也 大阪･ﾑﾗｻｷ鶴見緑地 仲村幸人 大阪･TheBluesurf 田中資人 和歌山･ﾊｳｵﾘｻｰﾌ 

13 政次浩志 大阪･CHUG 三好賢 大阪･TheBluesurf 久住倫弘 和歌山･ﾊｳｵﾘｻｰﾌ 

14 岡本雅志 大阪･CHUG 阿波田大輔 大阪･TheBluesurf 渡辺泰成 和歌山･ﾊｳｵﾘｻｰﾌ 

15 三井大輔 大阪･LINK… 阿波田直人 大阪･TheBluesurf 藤岡友揮 和歌山･ﾊｳｵﾘｻｰﾌ 

16 本田雄一郎 大阪･LINK… 中村交輝 大阪･ﾗｽﾀｻｰﾌ 河村英樹 和歌山･ｼｪﾙｽﾞ

17 伊藤代悟 大阪･LINK… 河上壮志 大阪･Chikiri Surf 津田正勝 大阪・

18 金山剛 大阪･LINK… 北川徹真 三重･K's SURF GALLERY 井元康文 大阪・

19 遠越貴泰 大阪･O.F.E 和泉 水谷晃治 三重･K's SURF GALLERY 久保琢磨 大阪・

20 廣末光平 大阪･３０３ SURF 追立泰樹 三重･K's SURF GALLERY 東晃一 大阪・

21 三島信也 大阪･MYU SURFBOARDS 笠木隆史 三重･ﾌﾟﾗﾔｻｰﾌ 西村隆也 大阪・

22 藤原大祐 大阪･ﾋﾞｶﾞｰｽﾞ 白川普規 三重･R2 SURF 窪田優生 大阪・

23 川岸良太郎 大阪･ﾄﾘｯｷｰ 原潤平 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌ 山元佑介 滋賀･

24 上西大輔 大阪・OFF THE WALL 萩晃 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌ 種谷渉 大阪･ﾑﾗｻｷ阿倍野

25 薮田大輔 大阪･ﾑﾗｻｷ大日 津田早映樹 三重･JIBE BILLABONG STORE

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 大浦剛 大阪･Climb Surf 田中幸之助 大阪･ｻﾞ･ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰｽﾞ 滝口匠 大阪･TheBluesurf

2 杉本匡史 大阪･Climb Surf 島崎浩二 大阪･ﾄﾘｯｷｰ 花原浩成 大阪･Chikiri Surf

3 三坂和之 大阪･gate surf box 石倉一成 大阪･ﾄﾘｯｷｰ 篠井繁 大阪･Chikiri Surf

4 黒野史誉 大阪･MATAHARI SURF 吉田真樹 大阪･ﾄﾘｯｷｰ 篠井護 大阪･Chikiri Surf

5 泉谷利三 大阪･OPTION 中林一昭 大阪･ﾄﾘｯｷｰ 鈴木陵介 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

6 大類弘和 大阪･LINK… 松下泰明 大阪･TEAM evo 大西正利 三重･JIBE BILLABONG STORE

7 瀬川剛志 大阪･３０３ SURF 中川隆三 大阪･ｱｰﾙｽﾞｻｰﾌｶﾞﾚｰｼﾞ 長谷川敏雄 京都･STRADIY

8 細川政夫 大阪･３０３ SURF 岸本貴行 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 塗木雅英 兵庫･ｱﾛﾊｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ

9 森潤士 大阪･MYU SURFBOARDS 谷正信 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 草加将志 兵庫･ｱﾛﾊｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ

10 一柳光広 大阪･MYU SURFBOARDS 木田治孝 大阪･SWELL堺 尾関正洋 愛知･REWARD

11 岡本省吾 大阪･MYU SURFBOARDS 江畑寛 大阪･SWELL堺 森川昇 大阪・

12 西山正 大阪･MYU SURFBOARDS 石黒剛 大阪･TheBluesurf 甲矢武 大阪・

13 中谷信 大阪･ﾋﾞｶﾞｰｽﾞ 小林仁 大阪･TheBluesurf 窪田憲也 大阪・

14 久保学 大阪･ﾋﾞｶﾞｰｽﾞ 中村善司 大阪･TheBluesurf 児玉英人 和歌山･

15 青木慎太郎 大阪･ﾋﾞｶﾞｰｽﾞ 宮原智仁 大阪･TheBluesurf 松本修 大阪・OFF THE WALL

16 池上和弘 大阪･ｻﾞ･ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰｽﾞ 藤村繕 大阪･TheBluesurf

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 松本怜 大阪･COF 伊藤れいこ 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ 谷口君香 大阪･ｱｰﾙｽﾞｻｰﾌｶﾞﾚｰｼﾞ

2 大中美代子 大阪･Climb Surf 原田綾 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ 長崎多寿子 大阪･TheBluesurf

3 佐野由規子 大阪･MYU SURFBOARDS 衣川友梨 京都･STRADIY 山下夏果 三重･LE-BA SURF

4 河上明由美 大阪･Chikiri Surf 堀田真理 兵庫･ｱﾛﾊｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 杉本ゆずゆ 三重･LE-BA SURF

5 井上美香 大阪･ﾑﾗｻｷ泉南 大村遥 滋賀･ｸﾘﾌｻｲﾄﾞ 中西詩織 三重･LE-BA SURF

6 北牧明日香 大阪・RESPECT 小池直子 愛知･REWARD 中積純子 三重･JIBE BILLABONG STORE

7 川瀬新波 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌ 安田美香 愛知･REWARD 青木真理果 京都･STRADIY

8 藤森冨美代 三重･JIBE BILLABONG STORE武井あゆ 愛知･REWARD

9 伊藤美和 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ 兵藤友恵 大阪・

10 松田喬子 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ 鈴木ゆかり 岐阜・

メンB
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第３回関西オープン２０１３　エントリー協力してくださった皆さん　ありがとうございました。

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 與名正光 大阪･gate surf box 岡田浩利 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 三木剛彦 和歌山･ﾊｳｵﾘｻｰﾌ 

2 阿瀬恵津子 大阪･O.F.E 和泉 山田博之 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 玉井浩明 和歌山･ｼｪﾙｽﾞ

3 奥田妙子 大阪･O.F.E 和泉 足立隆 大阪･TheBluesurf 清水誠吾 和歌山･ｼｪﾙｽﾞ

4 福山佳佑 大阪･ｻﾞ･ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰｽﾞ 平松茂 大阪･TheBluesurf 奥野将樹 大阪・

5 寺敷淳 大阪･ﾄﾘｯｷｰ 松尾浩成 大阪･TheBluesurf 福岡真史 和歌山･

6 辻岡啓行 大阪･ﾄﾘｯｷｰ 大塚隆 大阪･TheBluesurf 瀧本孝次 和歌山･

7 櫻井宏美 大阪･SHOP LAUGH 山邉一元 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ 桂なおみ 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ

8 山下雅巳 大阪･TEAM evo 中嶌健治 滋賀･ｷｬﾝﾃﾞｨｰﾇｰｻ 沖中和博 奈良・

9 酒井敏彦 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 仲西華奈子 和歌山･ﾊｳｵﾘｻｰﾌ 仁平正彦 大阪･ET.SURF.SHACK

10 米沢美樹 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 向平真実 和歌山･ﾊｳｵﾘｻｰﾌ 

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 浅羽一成 大阪･FUN SURF 濱村有留波 三重･㈲浜村ﾓｰﾀｰｽ 三口省賢 大阪・OFF THE WALL

2 北田奏波 大阪･CLOVER SURF 西山康太 三重･㈲浜村ﾓｰﾀｰｽ 阪本修平 大阪・OFF THE WALL

3 辻竜蔵 大阪･O.F.E 和泉 大西玲次 三重･㈲浜村ﾓｰﾀｰｽ 永吉勇作 和歌山・西磯組合

4 戸崎海 大阪･MYU SURFBOARDS 中村蒼来 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌ 棚部大樹 三重･岡山パド部

5 深山一平 大阪･ｻﾞ･ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰｽﾞ 南玲颯 奈良･ﾑﾗｻｷ大和郡山 田茂井敏行 京都・Soldier Blue

6 島崎天蒔 大阪･ﾄﾘｯｷｰ 波戸翔太 兵庫･PLUS-S 小松太 兵庫・

7 辻岡堅太朗 大阪･ﾄﾘｯｷｰ 安田響真 愛知･REWARD 猪木基次 大阪・OFF THE WALL

8 小林優太 大阪･TheBluesurf 入鹿綾澄 和歌山･CONER 湯浅茂雄 大阪・KI surfboards

9 山野雄星 大阪･Chikiri Surf 米田琉翔 富山・BOUZ

10 福井達也 大阪･Chikiri Surf 泉尾堅斗 大阪・

11 宮内健太朗 大阪･Chikiri Surf 角勇海 和歌山･

12 山本海舟 大阪･ｳｪｰﾌﾞ
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