
第５回関西オープン’１５にエントリー協力してくださった５６９名の皆さん、ありがとうございました。（★印：寄付のみ、青字：U-１６）

1 田中 彰 大阪・ドライブ 谷川 文崇 兵庫･ｻｰﾌｱｯﾌﾟ伊丹 小塚 光洋 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
2 西川 隼 滋賀・ベインサーフ 薮田 康平 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ大日 上村 政志 三重･リーバサーフ
3 山中 泰輔 和歌山・紀泉会 泉 達也 大阪･JSC 鈴木 友規 三重･リーバサーフ
4 藤岡 友揮 和歌山・ハウオリサーフ 有村 隆志 大阪･JSC 中島 恒介 三重･リーバサーフ
5 後田 海人 大阪・TEAM EVO 種谷 渉 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂあべの 鈴木 陵介 三重･リーバサーフ
6 小林 弘幸 三重･ 毛下 忠政 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南 村田 泰希 三重･R２ SURF
7 清水 海志 大阪・FUN SURF 与浦 拓磨 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南 山本 隆晃 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ
8 北原 徳也 大阪･３０３SURF 鉾久 晶三 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南 原田 昌之 奈良・ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ
9 三上 海音 大阪･ 北田 晴亜 大阪･CLOVER SURF 畑 太樹 大阪･オフザウォール
10 久木山 泰 和歌山･I.S.T.F 杉山 友哉 京都・ストラディー 下澤 章治 大阪･CHIKIRI SURF
11 綱村 健太 大阪・M.Y.U SURFBOARDS大内 実 大阪・ヒルハウス 原田 智之 大阪･CHIKIRI SURF
12 有馬 太樹 愛知･愛知デフ 平田 友和 大阪･バルバス・バウ 河上 まさし 大阪･CHIKIRI SURF
13 末岡 眞 愛知･愛知デフ 濱地 直樹 大阪･バルバス・バウ 出口 和亮 兵庫･ｻｰﾌｱｯﾌﾟ伊丹
14 石山 薫 京都・京都デフ 木下 浩章 大阪･バルバス・バウ 高見 将大 大阪･
15 西村 剛 三重・ハーダー 木下 恭章 大阪･バルバス・バウ 上嶋 伸一 大阪･ショップラフ
16 立石 勝之 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂなんば 大西 祥太 三重･JIBE Billabong Store 森 将真 大阪・OPTION
17 桧垣 健 大阪・ビガーズ 山神 啓市 三重･JIBE Billabong Store 高橋 慶二 兵庫・PLUS-S
18 牧村 厚志 大阪・ビガーズ 堀田 吉昭 三重･JIBE Billabong Store 原 潤平 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌｶﾞﾚｰｼﾞ
19 志波 元康 大阪・ビガーズ 加納 善揮 三重･JIBE Billabong Store 大西 隼人 兵庫･ｻｰﾌｱｯﾌﾟ伊丹
20 塩崎 貴己 大阪･トリッキーサーフ 加納 大貴 三重･JIBE Billabong Store 畠山 智行 愛知・ビートライブ
21 中尾 敏明 大阪･MATAHARI surf 波戸 翔太 兵庫・PLUS-S 原 秀徳 愛知・REWARD
22 尾崎 学 大阪･M-CRAFT 橋本 尚紀 兵庫・PLUS-S 渡辺 佑介 大阪・OPTION
23 須田 耕一郎 大阪･M-CRAFT 大浦 陸 大阪･Climb Surf 谷岡 丘章 大阪・ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ鶴見
24 武部 晃広 大阪・TRIAL SurfFamily 上西 大輔 大阪・gate surfbox 中村 裕二郎★ 大阪･バルバス・バウ

1 桑原 武彦 奈良・ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ 篠崎 啓希 大阪・ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ堺 山中 博史 愛知･愛知デフ
2 玉田 享大 大阪･オフザウォール 新井 将和 大阪・gate surfbox 成田 良 愛知･愛知デフ
3 幸島 芳樹 三重･R２ SURF 井上 哲哉 京都・ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ京都 西村 隆也 大阪･M-CRAFT
4 白川 普規 三重･R２ SURF 藤江 務 京都・ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ京都 宮野 祥一 大阪･M-CRAFT
5 中村 文一 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 山田 大輔 京都・ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ京都 川合 啓介 大阪･M-CRAFT
6 浜田 裕也 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 酒井 慎之介 京都・ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ京都 蒲生 大作 大阪・ビガーズ
7 小林 俊之 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 植田 幸大 大阪･CLOVER SURF 馬込 隆浩 大阪・ビガーズ
8 加藤 将 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 渡辺 紳一郎 大阪･CLOVER SURF 藤原 大祐 大阪・ビガーズ
9 米田 そうし 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 濱田 真幸 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂあべの 船越 宏宣 大阪・ビガーズ
10 小川 文弘 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 濱田 純典 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂあべの 大河内 能史 大阪・ビガーズ
11 林 達郎 三重･プラヤサーフ 西川 良 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南 杉岡 啓汰 大阪･トリッキーサーフ
12 岡 一輝 三重･プラヤサーフ 西口 潤也 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南 碇山 智仁 大阪･MATAHARI surf
13 下崎 悠 大阪・TheBluesurf 味園 祥寛 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南 清水 慶 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
14 阿波田 大輔 大阪・TheBluesurf 西野 玲弥 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南 大橋 章弘 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
15 阿波田 直人 大阪・TheBluesurf 大林 俊毅 京都・ストラディー 矢田 龍稔 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
16 辻 直希 大阪・OPTION 土井 義久 京都・ストラディー 庄司 蓮一 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
17 田村 諒 大阪・OPTION 黒川 良平 大阪･COF 庄司 寛之 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
18 宮崎 竜也 大阪・OPTION 秋月 親太郎 大阪･COF 西浦 歳彦 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
19 伊藤 健太郎 大阪・OPTION 宇野 綱人 大阪･バルバス・バウ 青木 孝至 大阪･
20 高見 祐平 大阪・ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ鶴見 野田 雄太 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ大日 生嶋 ゆめ太 大阪・
21 門池 大介 三重･リーバサーフ 伍島 陸人 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌｶﾞﾚｰｼﾞ 木戸口 勇樹 奈良・コネクション
22 寺本 直樹 三重･リーバサーフ 坂野 敦史 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌｶﾞﾚｰｼﾞ 大西 裕也 奈良・コネクション
23 池村 政哉 三重･リーバサーフ 巽 泰宏 兵庫･ｻｰﾌｱｯﾌﾟ伊丹 水嶋 拓海 愛知・KBC
24 村木 雅 三重･リーバサーフ 廣末 光平 大阪･３０３SURF 新城 寛夢 京都・
25 池田 正人 三重･リーバサーフ 成松 法晃 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ大日 山元 佑介 滋賀・
26 山下 雄平 三重･リーバサーフ 緒方 太 大阪･M-CRAFT 古川 雄尉 和歌山･
27 森田 浩充 大阪・E.T SURF SHACK 北田 隆大 大阪・TRIAL SurfFamily 小林 祐貴 大阪・HOLD OUT
28 岩垣 訓夫 大阪・E.T SURF SHACK 大山 航己 大阪・TRIAL SurfFamily 柴田 亮 大阪・ムラサキ泉南
29 鳴川 徹温 三重･R２ SURF 藤本 耕一 大阪・TRIAL SurfFamily 八尋 貴司 大阪･
30 斎藤 弘晃 大阪･バルバス・バウ 土佐野 純哉 大阪・TRIAL SurfFamily 繁田 侑己 兵庫・PLUS-S
31 奥山 雄介 大阪･バルバス・バウ 寺地 直之 大阪・TRIAL SurfFamily 大杉 俊彦 兵庫・PLUS-S
32 北村 和哉 三重･JIBE Billabong Store 戸塚 直澄 静岡・浜松デフ 渋谷 龍路 愛知･愛知デフ

1 河本 雅至 大阪・GRAB THE BULL 笹田 十夢 大阪・TheBluesurf 新井 健太 大阪・OPTION
2 上田 隆平 滋賀・ベインサーフ 岸本 竜海 大阪･トリッキーサーフ 井崎 直 京都・ﾊﾞﾝｸｽｻｰﾌｾﾝﾀｰ
3 後田 海人 大阪・TEAM EVO 中林 頼 大阪･トリッキーサーフ 東 俊 三重･R２ SURF
4 坂根 碩人 大阪・M.Y.U SURFBOARDS石倉 慎太郎 大阪･トリッキーサーフ 中村 潤 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ
5 三浦 海斗 大阪・M.Y.U SURFBOARDS島崎 天蒔 大阪･トリッキーサーフ 浜村 海斗
6 西山 徹 大阪・M.Y.U SURFBOARDS村田 翔 三重･ムラサキMIE 中野 貴史 大阪･オフザウォール
7 一柳 祐人 大阪・M.Y.U SURFBOARDS高田 靖之 大阪･JSC

スペシャルクラス　２０名

メン-Aクラス　７２名

メン-Ｂクラス　９６名
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1 大谷 検司 大阪・３０３サーフ 渡辺 勝巳 大阪･３０３SURF 新井 健一 大阪・OPTION
2 高岡 敦 大阪・HZRD 宮脇 雅志 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ大日 山西 敦司 大阪・OPTION
3 山田 恭輔 京都・ 岩永 禎樹 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ大日 竹友 淳一 大阪・OPTION
4 松本 文貴 大阪・TEAM EVO 山根 シン 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 土井 孝 大阪･O.F.E.和泉
5 福本 英二 大阪・TEAM EVO 生田目 裕人 三重･K's SURF GALLER 茶木 重人 大阪･O.F.E.和泉
6 清水 淳哉 大阪・FUN SURF 浅野 直哉 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南 森光 敬 大阪･O.F.E.和泉
7 西田 伸一 大阪･ 奥村 義男 大阪･ｻﾞ・ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰｽﾞ 小谷 和宏 大阪・OPTION
8 松原 善志光 大阪･ 松村 達也 大阪･ｻﾞ・ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰｽﾞ 野間 広昭 大阪・E.T SURF SHACK
9 櫻 晃好 大阪･クリュード 宿女 昌也 京都・ストラディー 喜田 裕二 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ
10 岡本 高規 静岡・伊豆デフ 宮澤 毅 大阪･バルバス・バウ 中井 重弥 三重･ウォーターフロント
11 松本 充 大阪・ビガーズ 高橋 都盛 大阪･バルバス・バウ 肥田 雄治 三重･ウォーターフロント
12 瀧野 岳 大阪・ビガーズ 米田 彰博 大阪･バルバス・バウ 栗山 好史 三重･ウォーターフロント
13 本田 眞也 大阪･トリッキーサーフ 宮崎 雅史 三重･JIBE Billabong Store 阿久 雅実 大阪・TheBluesurf
14 木津 善之 大阪･トリッキーサーフ 平井 国義 三重･JIBE Billabong Store 山川 達也 大阪･オフザウォール
15 吉留 武司 大阪･トリッキーサーフ 原田 将 兵庫・PLUS-S 宮田 要 大阪･オフザウォール
16 杉本 テル 大阪･トリッキーサーフ 坂本 富士雄 大阪･バルバス・バウ 安本 陽一 大阪･CHIKIRI SURF
17 藤本 タダシ 大阪･トリッキーサーフ 新納 達也 大阪･Climb Surf 松田 敦司 大阪・
18 松本 晃一 大阪･トリッキーサーフ 野口 明弘 京都・ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ京都 村田 学 大阪・OPTION
19 石田 展載 愛知・ビートライブ

1 足立 潤 大阪･オフザウォール 安井 謙 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ大日 物袋 信行 大阪・JDSA
2 小西 真弘 大阪･オフザウォール 中尾 正一 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ大日 細川 政夫 大阪･３０３サーフ
3 門西 茂 大阪･オフザウォール 石川 秀和 兵庫･ｻｰﾌｱｯﾌﾟ伊丹 勝間 新造 大阪・TheBluesurf
4 宮原 智仁 大阪・TheBluesurf 山田 博之 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 山下 雅己 大阪・TEAM EVO
5 泉谷 利三 大阪・OPTION 水島 和洋 大阪・TEAM EVO 小笠原 敏充 兵庫・
6 村尾 孝宏 大阪・OPTION 松本 武志 大阪･JSC 藤川 貴則 京都・
7 藤吉 繁也 大阪・OPTION 久保 学 大阪・ビガーズ 谷 正信 大阪･
8 佐々木 恵介 大阪･O.F.E.和泉 中谷 信 大阪・ビガーズ 沖本 茂聴 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
9 南 大介 大阪･O.F.E.和泉 岸本 竜治 大阪･トリッキーサーフ 西山 正 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
10 尾関 高啓 愛知・REWARD 中林 一昭 大阪･トリッキーサーフ 六田 ﾋﾛﾕｷ 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
11 尾関 正洋 愛知・REWARD 石倉 一成 大阪･トリッキーサーフ 和田 武志 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
12 林 正昭 大阪・OPTION 吉田 真樹 大阪･トリッキーサーフ 寺西 尚弘 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
13 大浦 剛 大阪･Climb Surf 島崎 浩二 大阪･トリッキーサーフ 岡本 省吾 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
14 一色 俊男 大阪・gate surfbox 島谷 ヒロキ 大阪･トリッキーサーフ 一柳 光広 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
15 吉村 一明 大阪・gate surfbox 松枝 浩和 大阪･大阪デフ 中川 英和 兵庫・サーフアップ
16 大西 正利 三重･JIBE Billabong Store 黒野 史誉 大阪･MATAHARI surf 吉田 幸二 大阪・ﾆﾔｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
17 山神 孝信 三重･JIBE Billabong Store 田邑 省一 大阪･FUN SURF 杉野 裕雄 大阪・
18 木村 進治 三重･JIBE Billabong Store 春山 慎治 大阪･FUN SURF 野出 隆生 大阪･CHIKIRI SURF
19 井上 隆之 大阪･CLOVER SURF 大田 浩幸 愛知･愛知デフ 花原 浩成 大阪･CHIKIRI SURF
20 鷲田 大介 京都・ストラディー 川村 裕治 静岡・浜松デフ 吉田 哲也★ 大阪･バルバス・バウ
21 木田 治孝 大阪･バルバス・バウ 佐藤 博志 静岡・浜松デフ 椎名 慶優★ 大阪･バルバス・バウ
22 奥永 浩仁 大阪・TRIAL SurfFamily 竹内 弘之 愛知･愛知デフ

1 薮内 幸 愛知･愛知デフ 川瀬 新波 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌｶﾞﾚｰｼﾞ 原田 綾 奈良・ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ
2 吉川 夏樹 和歌山・シージャック 川瀬 心那 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌｶﾞﾚｰｼﾞ 浅羽 美波 大阪･FUN SURF
3 熊本 光枝 大阪・ビガーズ 小原 佳子 大阪･ｻﾞ・ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰｽﾞ 浜崎 千佳
4 高橋 清美 大阪・ビガーズ 寺本 楓 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 池崎 真子★ 大阪･バルバス・バウ
5 田邑 七海 大阪･FUN SURF 山本 茉那 三重･ウォーターフロント 松尾 静子★ 大阪･バルバス・バウ

1 井谷 ナツコ 三重･ウォーターフロント 駒田 裕美子 三重･JIBE Billabong Store 小川 佳織 大阪・TRIAL SurfFamily
2 高見 りさ 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 向井 恵美子 京都・ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ京都 河野 加寿美 大阪・TRIAL SurfFamily
3 山本 有香 奈良・ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ 草深 梨加 三重･R２ SURF 八尋 彩子 大阪
4 小川 愛加 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂあべの 榊原 響 滋賀･クリフサイド 今坂 富美代 奈良･
5 井上 美香 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南 大村 遥 滋賀･クリフサイド 北牧 明日香 大阪･
6 鷲田 友梨 京都・ストラディー 石川 希歩 兵庫･ｻｰﾌｱｯﾌﾟ伊丹 安田 美香 愛知・REWARD
7 小川 怜 大阪･COF 中村 祥子 大阪・ビガーズ 河上 明由美 大阪･CHIKIRI SURF
8 高橋 久実 大阪･バルバス・バウ 稲垣 淑江 大阪・ビガーズ 清水 英律菜 大阪･CLOVER SURF
9 池田 美貴 大阪･バルバス・バウ 堀内 美優希 大阪･MATAHARI surf 澤本 佳奈 大阪･CLOVER SURF
10 村上 理恵 三重･JIBE Billabong Store 玉城 裕子 大阪･MATAHARI surf 寺尾 恵美子 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ

1 櫻 晃好 大阪･クリュード 香川 聡志 大阪･バルバス・バウ 森本 健二 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ
2 浦田 誠 大阪･M-CRAFT 林 俊行 大阪・gate surfbox 川辺 靖浩 大阪・TheBluesurf
3 吉久 斗生 大阪･M-CRAFT 山西 敦司 大阪・OPTION 松本 修 大阪･オフザウォール
4 宮崎 竜一 三重・HARDER&SANDALS 小谷 和宏 大阪・OPTION 高見 将大 大阪･
5 鷲田 大介 京都・ストラディー 喜田 裕二 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 大西 正利 三重･JIBE Billabong Store

レトロ・クラシック-クラス　１５名

マスターAクラス　５５名

マスターBクラス　６５名

ウィメン-Aクラス　１５名

ウィメン-Bクラス　３０名



第５回関西オープン’１５にエントリー協力してくださった５６９名の皆さん、ありがとうございました。（★印：寄付のみ、青字：U-１６）

1 河本 宏紀 大阪・西磯組合 岸本 竜海 大阪･トリッキーサーフ 神田 莉玖 三重･R２ SURF
2 辻 雄大 大阪・ショアー 中林 頼 大阪･トリッキーサーフ 西世古 篤哉 三重･プラヤサーフ
3 南 玲颯 大阪・ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂなんば 島崎 天蒔 大阪･トリッキーサーフ 浜村 有留波
4 辻岡 堅太朗 大阪・M.Y.U SURFBOARDS渡辺 武尊 大阪･３０３SURF 山野 雄星 大阪･CHIKIRI SURF
5 松本 けいた 大阪・ビガーズ 馬場 恵大 大阪･O.F.E.大阪

1 松岡 勇斗 大阪・TheBluesurf 新谷 瑞稀 大阪・TRIAL SurfFamily 安田 響真 愛知・REWARD
2 秋山 拓 大阪・TheBluesurf 榊原 奏 滋賀･クリフサイド 宇藤 稜 和歌山・ISTF
3 南 拓実 大阪･O.F.E.和泉 松本 一希 大阪・ビガーズ 寺田 文太 大阪・ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻｰﾌ
4 宮澤 功 大阪･バルバス・バウ 吉田 蓮 大阪･トリッキーサーフ 水嶋 大海 愛知・KBC
5 澤田 海晴 大阪･バルバス・バウ ×木下 湧貴 大阪･トリッキーサーフ 水嶋 克海 愛知・KBC
6 南野 洋 兵庫・PLUS-S 平野 慧 奈良・京都デフ 北出 太貴登 滋賀・ベインサーフ
7 瀬戸 優波 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂあべの 平野 航 奈良・京都デフ 米田 琉翔 富山・BOUZ
8 新井 海偉 大阪・gate surfbox 長沢 侑磨 三重・ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ 沖本 拓海 大阪・M.Y.U SURFBOARDS
9 新井 波瑠 大阪・gate surfbox

1 呑村 快斗 大阪・TEAM EVO 岸本 心和 大阪･トリッキーサーフ 南出 頼人 大阪・gate surfbox
2 西田 愛海 大阪･ 岡村 虹龍 大阪･トリッキーサーフ 林 エイト 大阪・gate surfbox
3 中野 皐 大阪･ 吉田 陽 大阪･トリッキーサーフ 鈴木 ライヤ 三重･リーバサーフ
4 綱村 海斗 大阪・M.Y.U SURFBOARDS榊原 伶 滋賀･クリフサイド 江連 雄大 三重･リーバサーフ
5 浦川 曖凛 三重・ 川瀬 斗嵐 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌｶﾞﾚｰｼﾞ 松岡 勇斗 大阪・TheBluesurf
6 吉田 龍生 大阪･MATAHARI surf 瀬戸 藍羽 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂあべの 阿久 心大郎 大阪・TheBluesurf
7 吉田 龍ノ助 鳥取・ケアラニ 桝屋 智美 大阪･バルバス・バウ 山崎 加奈子 奈良・ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ
8 河本 航季 大阪 平井 清斗 三重･JIBE Billabong Store 足立 美咲子 大阪･オフザウォール
9 北出 裕斗 滋賀・ベインサーフ 田川 瑛大 大阪・ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ堺 足立 真里子 大阪･オフザウォール
10 小霜 海斗 大阪・ 塚本 未来 大阪・ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ堺 野出 知生 大阪･CHIKIRI SURF
11 武川 慎 大阪･ 二宮 涼 大阪・ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ堺 赤名 海音 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南
12 蒲生 唯斗 大阪・ビガーズ 新井 渚碧 大阪・gate surfbox

1 坂東 隆人 和歌山・カイザース 泉 俊輔 三重･Nokaoi 中井 敏也 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ
2 増田 洋士 和歌山・i.s.t.f 山崎 勇 三重･Nokaoi 中井 晴 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ
3 久木山 洋平 和歌山・西磯組合 内原 勇仁 大阪･西磯組合 松山 輝史 大阪・gate surfbox
4 中西 誠司 滋賀・ 鶴井 雅典 京都･ 金城 宣明 大阪・gate surfbox
5 上辻 貴教 奈良・ﾋﾟｰｽｻｰﾌｸﾙｰ 三上 英明 大阪･ 畑中 正明 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ
6 藤本 伸 奈良･ゲットフリー 中野 篤 大阪･ 川上 拓真 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂあべの
7 林 芳生 和歌山・ 市川 裕介 三重･ムラサキスポーツ 勝 新太郎 大阪･トリッキーサーフ
8 山口 慎二 兵庫・サンセットサーフ 川口 正幸 京都・ベアフット 乗富 健次 和歌山･
9 森本 吉博 大阪・ゲットフリー 鈴木 崇司 静岡・浜松デフ 釜本 敏幸 大阪・OPTION
10 向平 真実 和歌山・I.S.T.F 田中 貴武 三重･三重デフ 西井 建勝 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ
11 薮 裕太 和歌山･ 小田 真司 広島・JDSA三重 桑野 淳 大阪･オフザウォール
12 濱野 貴至 和歌山･Shells 寺岡 昌彦 大阪･ゲットフリー 畑 太樹 大阪･オフザウォール
13 西田 輝久 大阪･Nokaoi 村岸 俊幸 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 田内 俊徳 大阪･CHIKIRI SURF
14 片山 伸 大阪･Nokaoi 吉原 健 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ

1 貴志 昌生 大阪･オフザウォール 沼田 祐介 大阪･M-CRAFT 中村 光宏 大阪・
2 貴志 亮介 大阪･オフザウォール 竹内 康貴 大阪･M-CRAFT 福井 康夫 京都･
3 赤松 博文 大阪･オフザウォール 中嶌 健治 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 林田 隆志 滋賀･
4 中田 ヒロト 大阪･オフザウォール 岡田 浩利 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 清水 直人 三重・
5 濱田 倫之介 大阪･オフザウォール 米沢 美樹 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 福田 雅人 三重・ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ
6 坂本 彰 大阪･オフザウォール 神藤 辰次 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 福岡 真史 和歌山・
7 米田 そうし 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 川上 隼人 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 三木 剛彦 和歌山・i.s.t.f
8 杉江 明寛 大阪・TheBluesurf 山田 博之 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 岸 信治 兵庫
9 中井 秀樹 大阪・TheBluesurf 仲西 昌幸 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 河本 宏紀 大阪・西磯組合
10 中村 善司 大阪・TheBluesurf 酒井 敏彦 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 山辺 一元 大阪・ムラサキ鶴見
11 米田 健 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 吉田 敏明 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 楠原 一規 京都・
12 細見 文彦 大阪･MATAHARI surf 坂本 良則 大阪･Climb Surf 永田 一樹 愛知・
13 沖中 和博 奈良･ 柳川 弘樹 大阪・gate surfbox 青山 雅哉 滋賀・
14 山添 友徳 奈良･ 服部 暁 愛知･愛知デフ 勇 伸亮 大阪･CHIKIRI SURF
15 祝 則貴 大阪･M-CRAFT 平野 雅仁 奈良・京都デフ 山野 雄二 大阪･CHIKIRI SURF

1 仲西 華奈子 和歌山・ 清原 ひろみ 和歌山･ 松本 和子 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ
2 安達 満美 大阪・ゲットフリー

ロングボード-ウィメンクラス　４名

U-１６-Aクラス　１４名

U-１６-Bクラス　２５名

プッシュサポートクラス　３５名

ロングボード-Aクラス　４１名

ロングボード-Bクラス　４５名



第５回関西オープン’１５にエントリー協力してくださった５６９名の皆さん、ありがとうございました。（★印：寄付のみ、青字：U-１６）

1 源馬 鮎海 静岡・Face 谷川 純子 大阪･SEA MAILE 新保 弘乃 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南
2 源馬 光浩 静岡・Face 山下 夏果 三重･リーバサーフ 川添 章應 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南
3 栗本 裕史 大阪･ 池野 海音 大阪・TheBluesurf

1 中積 純子 滋賀・ 水谷 弥生 三重･JIBE Billabong Store 鈴木 歌恋 三重･リーバサーフ
2 奥田 扶美 奈良・ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ

1 前川 晃幸 京都・ 田茂井 敏行 京都･ソルジャーブルー 小松 太 兵庫・ﾊﾟｲｵﾆｱｽｷﾝ
2 中江 慎也 京都・ 物袋 信行 大阪・JDSA 遠山 勝二 三重・HARDER&SANDALS
3 進藤 直人 兵庫・ 川村 恒夫 京都・SUPD 畑 雄二 大阪･オフザウォール
4 河合 拓志 愛知・ 水島 完 愛知・SUPD 井上 勝明 大阪･オフザウォール
5 白石 篤 愛知･ 服部 暁 愛知・SUPD 廣瀬 奈美 大阪･オフザウォール
6 奥田 健悟 兵庫・ 成田 良 愛知・SUPD 猪木 基次 大阪･オフザウォール
7 冨高 善史 大阪･ 石山 杏奈 静岡・SUPD 金田 善弘 大阪･オフザウォール
8 町谷 春香 大阪･ 頼田木 秀祐 静岡・SUPD 永吉 勇作 大阪･西磯組合
9 宮本 涼太 滋賀･

ボディーボード-Bクラス　４名

SUP パドルボードクラス　２５名

ボディーボード-Aクラス　８名


