
第８回関西オープン２０１８に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。
エントリー協力３７１名、皆さんのお蔭で￥１,０００,０４１の復興支援海岸保全協力金が集まりました。
（▲は寄付エントリー、青字はU-16でエントリー￥１０００です。）

総数 別数 クラス 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所在地・所属
ﾄｰﾀﾙ ｸﾗｽ別 クラス 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所在地・所属

1 1 メン-A 松岡 達也 ﾏﾂｵｶ ﾀﾂﾔ 大阪・TRIAL SurfFamily

2 2 メン-A 北田 隆大 ｷﾀﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾞｲ 大阪・TRIAL SurfFamily

3 3 メン-A 久木山 泰 ｸｷﾔﾏ ﾀﾞｲ 和歌山・I.S.T.F.

4 4 メン-A 古川 雄尉 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｲ 和歌山・I.S.T.F.

5 5 メン-A 秋山 拓 ｱｷﾔﾏ ﾀｸ 大阪・ﾁｰﾑRFなんば

6 6 メン-A 村田 泰希 ﾑﾗﾀ ﾀｲｷ 三重･ｱｰﾙﾂｰｻｰﾌ

7 7 メン-A 原田 昌之 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 奈良・シリアス

8 8 メン-A 山本 昇吾 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 三重・ｼﾞｬｲﾌﾞﾋﾞﾗﾎﾞﾝｽﾄｱ

9 9 メン-A 加納 大貴 ｶﾉｳ ﾀﾞｲｷ 三重・ｼﾞｬｲﾌﾞﾋﾞﾗﾎﾞﾝｽﾄｱ

10 10 メン-A 加納 善揮 ｶﾉｳ ﾖｼｷ 三重・ｼﾞｬｲﾌﾞﾋﾞﾗﾎﾞﾝｽﾄｱ

11 11 メン-A 三井 翔平 ﾐﾂｲ ｼｮｳﾍｲ 三重・ｼﾞｬｲﾌﾞﾋﾞﾗﾎﾞﾝｽﾄｱ

12 12 メン-A 北村 和哉 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 三重・ｼﾞｬｲﾌﾞﾋﾞﾗﾎﾞﾝｽﾄｱ

13 13 メン-A 西村 純一 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 三重・BRATZ SURF

14 14 メン-A 加藤 匠 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 三重・BRATZ SURF

15 15 メン-A 眞砂 雄太 ﾏｻｺﾞ ﾕｳﾀ 三重・BRATZ SURF

16 16 メン-A 山野 雄星 ﾔﾏﾉ ﾕｳｾｲ 大阪･ぷらすことーね

17 17 メン-A 亀田 一樹 ｶﾒﾀﾞ ｶｽﾞｷ 三重・Flow Surf

18 18 メン-A 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ

19 19 メン-A 川上 将真 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾏ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

20 20 メン-A 川村 拓也 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 三重･K's SURF GALLERY

21 21 メン-A 青木 直人 ｱｵｷ ﾅｵﾄ 大阪･CHIKIRI SURF

22 22 メン-A 岸 竜之介 ｷｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 大阪･CHIKIRI SURF

23 23 メン-A 山中 泰輔 ﾔﾏﾅｶ ﾀｲｽｹ 和歌山･紀泉会

24 24 メン-A 辻本 健太 ﾂｼﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 大阪･ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻｰﾌ

25 25 メン-A 辻 政孝 ﾂｼﾞ ﾏｻﾀｶ 兵庫・ﾏﾆｭｰﾊﾞｰﾗｲﾝ

26 26 メン-A 芝田 一帆 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾎ 和歌山・サース・ズマ

27 27 メン-A 堀 圭佑 ﾎﾘ ｹｲｽｹ 三重・GreenSurf

28 28 メン-A 横山 領太 ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 三重・GreenSurf

29 29 メン-A 羽場 真人 ﾊﾊﾞ ﾏｻﾄ 三重・GreenSurf

30 30 メン-A 藤川 陣也 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞﾝﾔ 三重・バース

31 31 メン-A 小澤 幹人 ｵｻﾞﾜ ﾐｷﾄ 三重・HANA

32 32 メン-A 原 潤平 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 三重・HANA

33 33 メン-A 五嶋 陸人 ｺﾞｼﾏ ﾘｸﾄ 三重・HANA

34 34 メン-A 与浦 琢磨 ﾖｳﾗ ﾀｸﾏ 大阪・ﾑﾗｻｷ泉南

35 35 メン-A 種谷 渉 ﾀﾈﾀﾆ ﾜﾀﾙ 大阪・ﾑﾗｻｷ堺北花田

36 ▲ メン-A 木下 浩章 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｱｷ 大阪･バルバス・バウ

37 ▲ メン-A 前島 勇太 ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 大阪･バルバス・バウ

38 1 メン-B 金本 大輔 ｶﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫・TheShopJamming

39 2 メン-B 中谷 泰大 ﾅｶﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 兵庫・TheShopJamming

40 3 メン-B 西牟田 和也 ﾆｼﾑﾀ ｶｽﾞﾔ 大阪・TRIAL SurfFamily

41 4 メン-B 牧野 敏也 ﾏｷﾉ ﾄｼﾔ 大阪・TRIAL SurfFamily

42 5 メン-B 西岡 辰馬 ﾆｼｵｶ ﾀﾂﾏ 大阪・TRIAL SurfFamily

43 6 メン-B 古川 雄尉 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｲ 和歌山・I.S.T.F.

44 7 メン-B 上田 幸平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大阪・ﾁｰﾑRFなんば

45 8 メン-B 財間 達男 ｻﾞｲﾏ ﾀﾂｵ 愛知・REWARD

46 9 メン-B 千田 雅也 ｾﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ 大阪・ｸﾛｰﾊﾞｰｻｰﾌ

47 10 メン-B 吉川 亮寛 ﾖｼｶﾜ ｱｷﾋﾛ 三重･ｱｰﾙﾂｰｻｰﾌ

48 11 メン-B 森田 鉱寿 ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾞｭ 三重･ｱｰﾙﾂｰｻｰﾌ

49 12 メン-B 西田 雅弥 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 三重・HARDER&SANDALS

50 13 メン-B 栃下 和也 ﾄﾁｼﾀ ｶｽﾞﾔ 京都･ﾑﾗｻｷ久御山

51 14 メン-B 小牧 慎太郎 ｺﾏｷ ｼﾝﾀﾛｳ 京都･ﾑﾗｻｷ久御山

52 15 メン-B 斎藤 弘晃 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 大阪･バルバス・バウ

53 16 メン-B 上野 享至朗 ｳｴﾉ ｷｮｳｼﾛｳ 三重・ｼﾞｬｲﾌﾞﾋﾞﾗﾎﾞﾝｽﾄｱ

54 17 メン-B 中嶋 達也 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 三重・ｼﾞｬｲﾌﾞﾋﾞﾗﾎﾞﾝｽﾄｱ

55 18 メン-B 松宮 直矢 ﾏﾂﾐﾔ ﾅｵﾔ 京都・ﾎｯﾄｽﾀｲﾙ小浜店

56 19 メン-B 小林 俊之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 三重・BRATZ SURF

57 20 メン-B 嶋田 正大 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 三重・BRATZ SURF

58 21 メン-B 児玉 勇輝 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ 三重・BRATZ SURF

59 22 メン-B 志田 雄也 ｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 三重・BRATZ SURF

60 23 メン-B 村上 蓮太 ﾑﾗｶﾐ ﾚﾝﾀ 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ大日

61 24 メン-B 堀 大河 ﾎﾘ ﾀｲｶﾞ 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ大日

62 25 メン-B 今川 彰 ｲﾏｶﾞﾜ ｱｷﾗ 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ大日



63 26 メン-B 下澤 章治 ｼﾓｻﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ 大阪･ぷらすことーね

64 27 メン-B 宮原 楓矢 ﾐﾔﾊﾗ ﾌｳﾔ 三重・Flow Surf

65 28 メン-B 伊藤 ｼｮｳｴｲ ｲﾄｳ ｼｮｳｴｲ 三重・Flow Surf

66 29 メン-B 新垣 祐二 ｼﾝｶﾞｷ ﾕｳｼﾞ 大阪･CHIKIRI SURF

67 30 メン-B 友谷 拓海 ﾄﾓﾔ ﾀｸﾐ 大阪･CHIKIRI SURF

68 31 メン-B 大山 康佑 ｵｵﾔﾏ ｺｳｽｹ 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南

69 32 メン-B 西川 優 ﾆｼｶﾜ ﾕｳ 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南

70 33 メン-B 味園 祥寛 ﾐｿﾉ ﾖｼﾋﾛ 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南

71 34 メン-B 幹田 渉斗 ﾐｷﾀ ｼｮｳﾄ 三重・

72 35 メン-B 棚橋 滉太 ﾀﾅﾊｼ ｺｳﾀ 大阪・

73 36 メン-B 平原 俊昌 ﾋﾗﾊﾗ ﾄｼﾏｻ 和歌山･

74 37 メン-B 萩 友哉 ﾊｷﾞ ﾄﾓﾔ 三重・GreenSurf

75 38 メン-B 谷口 巧磨 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 三重・GreenSurf

76 39 メン-B 鳥堂 祐希 ﾄﾘﾄﾞｳ ﾕｳｷ 三重・GreenSurf

77 40 メン-B 鈴木 丈太朗 ｽｽﾞｷ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 三重・ムラサキ

78 41 メン-B 榊原 匡清 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻｷﾖ 滋賀･クリフサイド

79 42 メン-B 西森 翔太 ﾆｼﾓﾘ ｼｮｳﾀ 大阪・

80 43 メン-B 八尋 貴司 ﾔﾋﾛ ﾀｶｼ 大阪・HOLD OUT

81 44 メン-B 阪口 健太 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 大阪・

82 45 メン-B 光田 喬 ﾐﾂﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪・TheBluesurf

83 46 メン-B 芝田 純也 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 京都・バンクス

84 47 メン-B 原田 諒 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 三重・

85 ▲ メン-B 宇野 綱人 ｳﾉ ﾂﾅﾄ 大阪･バルバス・バウ

86 ▲ メン-B 赤阪 幸司 ｱｶｻｶ ｺｳｼﾞ 大阪･バルバス・バウ

87 ▲ メン-B 小坂 崇文 ｺｻｶ ﾀｶﾌﾐ 大阪･バルバス・バウ

88 1 マスターA 武部 晃宏 ﾀｹﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 大阪・TRIAL SurfFamily

89 2 マスターA 松岡 正樹 ﾏﾂｵｶ ﾏｻｷ 大阪・TRIAL SurfFamily

90 3 マスターA 松本 文貴 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾀｶ 大阪･Team evo

91 4 マスターA 笹山 恵太 ｻｻﾔﾏ ｹｲﾀ 大阪・OPTION

92 5 マスターA 藤吉 繁也 ﾌｼﾞﾖｼ ｼｹﾞﾔ 大阪・OPTION

93 6 マスターA 新井 健一 ｱﾗｲ ｹﾝｲﾁ 大阪・OPTION

94 7 マスターA 小谷 和宏 ｺﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪・OPTION

95 8 マスターA 茶木 重人 ﾁｬﾉｷ ｼｹﾞﾄ 大阪・OPTION

96 9 マスターA 高岡 敦 ﾀｶｵｶ ｱﾂｼ 大阪・ﾁｰﾑRFなんば

97 10 マスターA 白草 勇 ｼﾗｸｻ ｲｻﾑ 大阪・ｸﾛｰﾊﾞｰｻｰﾌ

98 11 マスターA 上西 大輔 ｳｴﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ 大阪・gate surfbox

99 12 マスターA 杉浦 弘晃 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛｱｷ 三重･ｱｰﾙﾂｰｻｰﾌ

100 13 マスターA 南 安彦 ﾐﾅﾐ ﾔｽﾋｺ 三重･ｱｰﾙﾂｰｻｰﾌ

101 14 マスターA 白川 裕 ｼﾗｶﾜ ﾕｳ 三重・HARDER&SANDALS

102 15 マスターA 宮崎 誠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｺﾄ 三重・HARDER&SANDALS

103 16 マスターA 野口 明弘 ﾉｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 京都･ﾑﾗｻｷ久御山

104 17 マスターA 巣山 武忠 ｽﾔﾏ ﾀｹﾀﾀﾞ 大阪・ﾑﾗｻｷ堺北花田

105 18 マスターA 田中 雅人 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 大阪･バルバス・バウ

106 19 マスターA 宮澤 毅 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 大阪･バルバス・バウ

107 20 マスターA 松村 達也 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾂﾔ 大阪･ｻﾞ・ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰｽﾞ

108 21 マスターA 奥村 義男 ｵｸﾑﾗ ﾖｼｵ 大阪･ｻﾞ・ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰｽﾞ

109 22 マスターA 寺尾 雅史 ﾃﾗｵ ﾏｻﾌﾐ 大阪･ｻﾞ・ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰｽﾞ

110 23 マスターA 栗田 耕治 ｸﾘﾀ ｺｳｼﾞ 三重・BRATZ SURF

111 24 マスターA 鎌田 国夫 ｶﾏﾀ ｸﾆｵ 三重・BRATZ SURF

112 25 マスターA 宮脇 雅志 ﾐﾔﾜｷ ﾏｻｼ 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ大日

113 26 マスターA 小野 元嗣 ｵﾉ ﾓﾄﾂｸﾞ 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ大日

114 27 マスターA 中澤 康行 ﾅｶｻﾞﾜ ﾔｽﾕｷ 大阪･ぷらすことーね

115 28 マスターA 北井 勝紀 ｷﾀｲ ｶﾂｷ 大阪・EBISU SURF

116 29 マスターA 喜田 裕二 ｷﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ

117 30 マスターA 門田 友彰 ｶﾄﾞﾀ ﾄﾓｱｷ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

118 31 マスターA 水島 和洋 ﾐｽﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

119 32 マスターA 藤田 正晴 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾊﾙ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

120 33 マスターA 竹縄 公雄 ﾀｹﾅﾜ ｷﾐｵ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

121 34 マスターA 大井 文一 ｵｵｲ ﾌﾐｶｽﾞ 三重･K's SURF GALLERY

122 35 マスターA 水澤 雅人 ﾐｽﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 福井・エスペランサ

123 36 マスターA 畑中 隆延 ﾊﾀﾅｶ ﾀｶﾉﾌﾞ 和歌山・

124 37 マスターA 山田 恭輔 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 京都・

125 38 マスターA 安達 一典 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 大阪・ﾏﾆｭｰﾊﾞｰﾗｲﾝ

126 39 マスターA 大木 一紀 ｵｵｷ ｶｽﾞﾉﾘ 三重・Bars

127 40 マスターA 木戸 利明 ｷﾄﾞ ﾄｼｱｷ 三重・チームHANA

128 41 マスターA 阿久 雅実 ｱｸ ﾏｻﾐ 大阪・TheBluesurf



129 42 マスターA 中井 重弥 ﾅｶｲ ｼｹﾞﾔ 三重･ウォーターフロント

130 43 マスターA 岩本 一樹 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 三重･ウォーターフロント

131 44 マスターA 鈴木 陵介 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 三重・

132 45 マスターA 大西 慶三 ｵｵﾆｼ ｹｲｿﾞｳ 大阪･ｻﾞ・ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰｽﾞ

133 1 マスターB 奥永 浩仁 ｵｸﾅｶﾞ ﾋﾛﾋﾄ 大阪・TRIAL SurfFamily

134 2 マスターB 奥村 好正 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾏｻ 大阪･Team evo

135 3 マスターB 飯島 友樹 ｲｲｼﾞﾏ ﾄﾓｷ 大阪･Team evo

136 4 マスターB 小竹 基文 ｺﾀｹ ﾓﾄﾌﾐ 大阪･Team evo

137 5 マスターB 山下 雅己 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾐ 大阪･Team evo

138 6 マスターB 田村 勉 ﾀﾑﾗ ﾂﾄﾑ 大阪･Team evo

139 7 マスターB 泉谷 利三 ｲｽﾞﾀﾆ ﾄｼｿﾞｳ 大阪・OPTION

140 8 マスターB 林 正昭 ﾊﾔｼ ﾏｻｱｷ 大阪・OPTION

141 9 マスターB 高田 一行 ﾀｶﾀﾞ ｲｯｺｳ 大阪・ｸﾛｰﾊﾞｰｻｰﾌ

142 10 マスターB 井上 隆之 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾕｷ 大阪・ｸﾛｰﾊﾞｰｻｰﾌ

143 11 マスターB 鈴木 学 ｼｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 大阪・ｸﾛｰﾊﾞｰｻｰﾌ

144 12 マスターB 松本 吉正 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾏｻ 三重･ｱｰﾙﾂｰｻｰﾌ

145 13 マスターB 古市 哲司 ﾌﾙｲﾁ ﾃﾂｼﾞ 三重･ｱｰﾙﾂｰｻｰﾌ

146 14 マスターB 岩佐 知明 ｲﾜｻ ﾄﾓｱｷ 三重･ｱｰﾙﾂｰｻｰﾌ

147 15 マスターB 平野 敦基 ﾋﾗﾉ ｱﾂｷ 三重・HARDER&SANDALS

148 16 マスターB 伊藤 士朗 ｲﾄｳ ｼﾛｳ 三重・HARDER&SANDALS

149 17 マスターB 岡尾 和人 ｵｶｵ ｶｽﾞﾄ 京都･ﾑﾗｻｷ久御山

150 18 マスターB 船越 直樹 ﾌﾅｺｼ ﾅｵｷ 京都･ﾑﾗｻｷ久御山

151 19 マスターB 藤江 務 ﾌｼﾞｴ ﾂﾄﾑ 京都･ﾑﾗｻｷ久御山

152 20 マスターB 脇田 雄介 ﾜｷﾀ ﾕｳｽｹ 大阪・ﾑﾗｻｷ堺北花田

153 21 マスターB 南 大介 ﾐﾅﾐ ﾀﾞｲｽｹ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

154 22 マスターB 木田 治孝 ｷﾀﾞ ﾊﾙﾀｶ 大阪･バルバス・バウ

155 23 マスターB 米田 彰博 ﾖﾈﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 大阪･バルバス・バウ

156 24 マスターB 奥山 雄介 ｵｸﾔﾏ ﾕｳｽｹ 大阪･バルバス・バウ

157 25 マスターB 木村 進治 ｷﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 三重・ｼﾞｬｲﾌﾞﾋﾞﾗﾎﾞﾝｽﾄｱ

158 26 マスターB 奥城 英夫 ｵｸﾝｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｵ 大阪･ｻﾞ・ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰｽﾞ

159 27 マスターB 前川 哲也 ﾏｴｶﾜ ﾃﾂﾔ 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ大日

160 28 マスターB 野出 隆治 ﾉﾃﾞ ﾀｶﾊﾙ 大阪･ぷらすことーね

161 29 マスターB 内田 政輝 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻｷ 大阪･ぷらすことーね

162 30 マスターB 川口 雄志 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

163 31 マスターB 小西 真弘 ｺﾆｼ ﾏｻﾋﾛ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

164 32 マスターB 足立 潤 ｱﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

165 33 マスターB 平松 丈 ﾋﾗﾏﾂ ｼﾞｮｳ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

166 34 マスターB 松村 真悟 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 大阪･CHIKIRI SURF

167 35 マスターB 杉野 裕雄 ｽｷﾞﾉ ﾋﾛｵ 大阪･OFF THE WALL

168 36 マスターB 望月 淳司 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 大阪・

169 37 マスターB 鈴木 成彦 ｽｽﾞｷ ﾅﾘﾋｺ 大阪・

170 38 マスターB 光田 彰雄 ﾐﾂﾀﾞ ｱｷｵ 大阪・TheBluesurf

171 39 マスターB 木津 寛 ｷﾂﾞ ﾋﾛｼ 大阪・TheBluesurf

172 40 マスターB 谷奥 進 ﾀﾆｵｸ ｽｽﾑ 大阪・

173 ▲ マスターB 仁川 慶優 ﾆｶﾜ ｹｲﾕｳ 大阪･バルバス・バウ

174 ▲ マスターB 丸山 陽平 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 大阪･バルバス・バウ

175 ▲ マスターB 皆木 孝雄 ﾐﾅｷ ﾀｶｵ 大阪･バルバス・バウ

176 ▲ マスターB 江藤 誠 ｴﾄｳ ﾏｺﾄ 大阪･バルバス・バウ

177 ▲ マスターB 安田 和貴 ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 大阪･バルバス・バウ

178 ▲ マスターB 吉田 哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 大阪･バルバス・バウ

179 1 スペシャル 宮澤 功 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾙ 大阪･バルバス・バウ

180 2 スペシャル 星野 ﾘﾔﾝ ﾎｼﾉ ﾘﾔﾝ 三重・ｼﾞｬｲﾌﾞﾋﾞﾗﾎﾞﾝｽﾄｱ

181 3 スペシャル 山神 啓市 ﾔﾏｶﾞﾐ ｹｲｲﾁ 三重・ｼﾞｬｲﾌﾞﾋﾞﾗﾎﾞﾝｽﾄｱ

182 4 スペシャル 後藤 秀康 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾔｽ 三重・BRATZ SURF

183 5 スペシャル 磯部 賢吾 ｲｿﾍﾞ ｹﾝｺﾞ 三重・BRATZ SURF

184 6 スペシャル 岸部 京哉 ｷｼﾍﾞ ｷｮｳﾔ 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ大日

185 7 スペシャル 山野 雄星 ﾔﾏﾉ ﾕｳｾｲ 大阪･ぷらすことーね

186 8 スペシャル 梅本 裕太 ｳﾒﾓﾄ ﾕｳﾀ 大阪・リオマグラテック

187 9 スペシャル 中野 貴史 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

188 10 スペシャル 川上 将真 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾏ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

189 11 スペシャル 岸 竜之介 ｷｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 大阪･CHIKIRI SURF

190 12 スペシャル 米田 琉翔 ﾖﾈﾀﾞ ﾙｶ 徳島・

191 13 スペシャル 澤田 海晴 ｻﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ 大阪・TheBluesurf

192 14 スペシャル 新谷 瑞稀 ｼﾝﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

193 1 ロング-A 薮 裕太 ﾔﾌﾞ ﾕｳﾀ 和歌山・I.S.T.F.

194 2 ロング-A 増田 洋士 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｼ 和歌山・I.S.T.F.



195 3 ロング-A 向平 真実 ﾑｺｳﾋﾗ ﾏｺﾄ 和歌山・I.S.T.F.

196 4 ロング-A 三木 剛彦 ﾐｷ ﾀｹﾋｺ 和歌山・I.S.T.F.

197 5 ロング-A 釜本 敏幸 ｶﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 大阪・OPTION

198 6 ロング-A 林 俊行 ﾊﾔｼ ﾄｼﾕｷ 大阪・gate surfbox

199 7 ロング-A 柳川 弘樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 大阪・gate surfbox

200 8 ロング-A 山下 義一 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｶｽﾞ 大阪・gate surfbox

201 9 ロング-A 金城 宣明 ｶﾈｼﾛ ﾖｼｱｷ 大阪・gate surfbox

202 10 ロング-A 川口 正幸 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 京都・ベアフット

203 11 ロング-A 坂本 彰 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 大阪・ﾑﾗｻｷ堺北花田

204 12 ロング-A 北 拓真 ｷﾀ ﾀｸﾏ 大阪・ﾑﾗｻｷ堺北花田

205 13 ロング-A 中西 誠司 ﾅｶﾆｼ ｾｲｼﾞ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

206 14 ロング-A 下村 正彦 ｼﾓﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

207 15 ロング-A 村岸 俊幸 ﾑﾗｷﾞｼ ﾄｼﾕｷ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

208 16 ロング-A 吉原 健 ﾖｼﾊﾗ ｹﾝ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

209 17 ロング-A 越智 志郎 ｵﾁ ｼﾛｳ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

210 18 ロング-A 中井 敏也 ﾅｶｲ ﾄｼﾔ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

211 19 ロング-A 川上 隼人 ｶﾜｶﾐ ﾊﾔﾄ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

212 20 ロング-A 西口 兼司 ﾆｼｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

213 21 ロング-A 生松 重幸 ｲｸﾏﾂ ｼｹﾞﾕｷ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

214 22 ロング-A 中川 一郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 三重・ｼﾞｬｲﾌﾞﾋﾞﾗﾎﾞﾝｽﾄｱ

215 23 ロング-A 山野 雄二 ﾔﾏﾉ ﾕｳｼﾞ 大阪･ぷらすことーね

216 24 ロング-A 西井 建勝 ﾆｼｲ ﾀｹｶﾄﾞ 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ

217 25 ロング-A 岸田 延大 ｷｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 三重･K's SURF GALLERY

218 26 ロング-A 藤田 幸彦 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾋｺ 三重･プラヤサーフ

219 27 ロング-A 佐野 十志哉 ｻﾉ ﾄｼﾔ 福井・Nan's Sea

220 28 ロング-A 榊原 彩大 ｻｶｷﾊﾗ ｱﾔﾄ 京都・

221 29 ロング-A 榊原 幸夫 ｻｶｷﾊﾗ ﾕｷｵ

222 30 ロング-A 内原 勇仁 ｳﾁﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾝ 大阪・西磯組合

223 31 ロング-A 濱野 貴至 ﾊﾏﾉ ﾀｶｼ 和歌山・The One

224 32 ロング-A 外崎 茂充 ﾄﾉｻﾞｷ ｼｹﾞﾐﾂ 和歌山・

225 33 ロング-A 上辻 貴教 ｳｴﾂｼﾞ ﾀｶﾉﾘ 和歌山･

226 34 ロング-A 市川 裕介 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｽｹ 三重・ﾑﾗｻｷMIE

227 35 ロング-A 嶋 俊範 ｼﾏ ﾄｼﾉﾘ 和歌山・ブルータス

228 36 ロング-A 久木山 洋平 ｸｷﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 和歌山・西磯組合

229 37 ロング-A 宮崎 俊輔 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 三重･ノカオイ

230 1 ロング-B 仲西 華奈子 ﾅｶﾆｼ ｶﾅｺ 和歌山・I.S.T.F.

231 2 ロング-B 薮本 力丸 ﾔﾌﾞﾓﾄ ﾘｷﾏﾙ 和歌山・I.S.T.F.

232 3 ロング-B 菊岡 弘祐 ｷｸｵｶ ｺｳｽｹ 和歌山・I.S.T.F.

233 4 ロング-B 久木山 泰 ｸｷﾔﾏ ﾀﾞｲ 和歌山・I.S.T.F.

234 5 ロング-B 中村 光宏 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

235 6 ロング-B 清水 直人 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾄ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

236 7 ロング-B 青山 雅哉 ｱｵﾔﾏ ﾏｻﾔ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

237 8 ロング-B 尾野後 高夫 ｵﾉｳｼﾛ ﾀｶｵ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

238 9 ロング-B 本田 秀幸 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

239 10 ロング-B 岡田 浩利 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄｼ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

240 11 ロング-B 酒井 敏彦 ｻｶｲ ﾄｼﾋｺ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

241 12 ロング-B 藤原 直樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

242 13 ロング-B 谷本 晴彦 ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

243 14 ロング-B 岡田 直己 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 奈良・

244 15 ロング-B 吉本 昂平 ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 大阪・

245 16 ロング-B 榊原 彩大 ｻｶｷﾊﾗ ｱﾔﾄ 京都・

246 17 ロング-B 西 武志 ﾆｼ ﾀｹｼ 大阪・ノカオイ

247 18 ロング-B 谷口 健 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝ 和歌山・ハウオリサーフ

248 19 ロング-B 福尾 直之 ﾌｸｵ ﾅｵﾕｷ 和歌山･ノカオイ

249 20 ロング-B 福田 雅人 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

250 21 ロング-B 岡本 敏之 ｵｶﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 大阪・

251 22 ロング-B 橋田 成敬 ﾊｼﾀﾞ ｼｹﾞﾀｶ 大阪・

252 23 ロング-B 柳原 文男 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾌﾐｵ 大阪・

253 24 ロング-B 中山 義法 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 三重・

254 25 ロング-B 山邉 一元 ﾔﾏﾍﾞ ｶｽﾞﾓﾄ 京都・ｿﾙｼﾞｬｰﾌﾞﾙｰ

255 26 ロング-B 前川 直美 ﾏｴｶﾜ ﾅｵﾐ 大阪・The One

256 27 ロング-B 藤岡 友揮 ﾌｼﾞｵｶ ﾄﾓｷ 和歌山・

257 28 ロング-B 小林 優介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 和歌山・I.S.T.F

258 29 ロング-B 中嶌 健治 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ

259 ▲ ロング-B 木下 恭章 ｷﾉｼﾀ ﾔｽｱｷ 大阪･バルバス・バウ

260 1 レトロ-C 久木山 泰 ｸｷﾔﾏ ﾀﾞｲ 和歌山・I.S.T.F.



261 2 レトロ-C 山西 敦司 ﾔﾏﾆｼ ｱﾂｼ 大阪・OPTION

262 3 レトロ-C 林 俊行 ﾊﾔｼ ﾄｼﾕｷ 大阪・gate surfbox

263 4 レトロ-C 佐南 大輔 ｻｲﾐ ﾀﾞｲｽｹ 三重・HARDER&SANDALS

264 5 レトロ-C 加藤 隆司 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 三重・HARDER&SANDALS

265 6 レトロ-C 喜田 裕二 ｷﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ

266 7 レトロ-C 川辺 靖浩 ｶﾜﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

267 8 レトロ-C 西 信司 ﾆｼ ｼﾝｼﾞ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

268 9 レトロ-C 生田目 裕人 ﾅﾏﾀﾒ ﾋﾛﾄ 三重･K's SURF GALLERY

269 10 レトロ-C 森川 貴行 ﾓﾘｶﾜ ﾀｶﾕｷ 三重・ﾓｯｶｻｰﾌﾎﾞｰﾄﾞ

270 11 レトロ-C 仲村 幸人 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾋﾄ 大阪・TheBluesurf

271 12 レトロ-C 坂本 典靖 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘﾔｽ 大阪・TheBluesurf

272 13 レトロ-C 飯山 洋介 ｲｲﾔﾏ ﾖｳｽｹ 大阪・TheBluesurf

273 14 レトロ-C 浜村 昭雄 ﾊﾏﾑﾗ ｱｷｵ 三重･ウォーターフロント

274 15 レトロ-C 北 拓真 ｷﾀ ﾀｸﾏ 大阪・ﾑﾗｻｷ堺北花田

275 1 U-16-A 柴田 一輝 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ 大阪・TRIAL SurfFamily

276 2 U-16-A 赤名 海音 ｱｶﾅ ｶｲﾄ 大阪・SOUTH BORDER

277 3 U-16-A 新谷 瑞稀 ｼﾝﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

278 4 U-16-A 宮澤 功 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾙ 大阪･バルバス・バウ

279 5 U-16-A 川瀬 斗嵐 ｶﾜｾ ﾄﾗﾝ 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌ

280 6 U-16-A 吉岡 ﾕｲｷ ﾖｼｵｶ ﾕｲｷ 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌ

281 7 U-16-A 池田 壮太朗 ｲｹﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 大阪・OFE

282 8 U-16-A 浮本 海希 ｳｷﾓﾄ ｶｲｷ 大阪･EBISU SURF

283 9 U-16-A 澤田 海晴 ｻﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ 大阪・TheBluesurf

284 10 U-16-A 小霜 海斗 ｺｼﾓ ｶｲﾄ 大阪･ﾁｰﾑRFなんば

285 ▲ U-16-A 皆木 治人 ﾐﾅｷ ﾊﾙﾄ 大阪･バルバス・バウ

286 1 U-16-B 吉田 樹生 ﾖｼﾀﾞ ｲﾂｷ 大阪・OPTION

287 2 U-16-B 橋本 優星 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｾｲ 大阪・ﾑﾗｻｷ堺北花田

288 3 U-16-B 西野 龍成 ﾆｼﾉ ﾘｭｳｾｲ 大阪・ﾑﾗｻｷ堺北花田

289 4 U-16-B 浦崎 太陽 ｳﾗｻｷ ﾀｲﾖｳ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

290 5 U-16-B 浦崎 陽太郎 ｳﾗｻｷ ﾖｳﾀﾛｳ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

291 6 U-16-B 浦崎 小夏 ｳﾗｻｷ ｺﾅﾂ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

292 7 U-16-B 河本 遼人 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙﾄ 奈良・PEACE SURF CREW

293 8 U-16-B 吉岡 ﾕｳﾘ ﾖｼｵｶ ﾕｳﾘ 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌ

294 9 U-16-B 野出 知生 ﾉﾃﾞ ﾄﾓｷ 大阪･ぷらすことーね

295 10 U-16-B 上野 仁惟留 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ

296 11 U-16-B 秋野 悟志 ｱｷﾉ ｻﾄｼ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

297 12 U-16-B 上月 一茶 ｺｳｽﾞｷ ｲｯｻ 大阪･CHIKIRI SURF

298 13 U-16-B 海冨 怜音 ｶｲﾄﾐ ﾚｵ 大阪･CHIKIRI SURF

299 14 U-16-B 松本 一慶 ﾏﾂﾓﾄ ｲｯｹｲ 大阪･CHIKIRI SURF

300 15 U-16-B 宮内 健太朗 ﾐﾔｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 大阪･CHIKIRI SURF

301 16 U-16-B 三谷 晏士 ﾐﾀﾆ ｱﾝｼﾞ 三重・ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ鈴鹿店

302 17 U-16-B 三谷 桜我 ﾐﾀﾆ ｵｳｶﾞ 三重・ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ鈴鹿店

303 18 U-16-B 小霜 海斗 ｺｼﾓ ｶｲﾄ 大阪･ﾁｰﾑRFなんば

304 19 U-16-B 榊原 奏 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｶﾅﾀ 滋賀･クリフサイド

305 20 U-16-B 榊原 伶 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾚｲ 滋賀･クリフサイド

306 21 U-16-B 谷奥 亮太 ﾀﾆｵｸ ﾘｮｳﾀ 大阪・シージャック

307 22 U-16-B 坂本 祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 大阪・

308 1 プッシュS 薮本 虎太郎 ﾔﾌﾞﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 和歌山・I.S.T.F.

309 2 プッシュS 三木 翔太 ﾐｷ ｼｮｳﾀ 和歌山・I.S.T.F.

310 3 プッシュS 藤原 伶壮 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｵ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

311 4 プッシュS 浦崎 陽平 ｳﾗｻｷ ﾖｳﾍｲ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

312 5 プッシュS 川瀬 煌渚 ｶﾜｾ ｷﾗﾅ 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌ

313 6 プッシュS 村上 柚希 ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｷ 大阪･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ大日

314 7 プッシュS 北中 蒼真 ｷﾀﾅｶ ｿｳﾏ 大阪・リオマグラテック

315 8 プッシュS 北中 人羽 ｷﾀﾅｶ ﾄﾜ 大阪・リオマグラテック

316 9 プッシュS 福澤 翔 ﾌｸｻﾞﾜ ｼｮｳ 和歌山・ｼｰｼﾞｬｯｸｻｰﾌﾎﾞｰﾄﾞ

317 10 プッシュS 有山 大翔 ｱﾘﾔﾏ ﾋﾛﾄ 大阪・

318 11 プッシュS 宮本 浬央 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｵ 大阪・

319 12 プッシュS 谷奥 正梧 ﾀﾆｵｸ ｼｮｳｺﾞ 大阪・シージャック

320 13 プッシュS 池野 海優 ｲｹﾉ ﾐﾕｳ 大阪・TheBluesurf

321 14 プッシュS 岩崎 煌太 ｲﾜｻｷ ｺｳﾀ 三重・

322 1 ウィメン-A 新井 みゆき ｱﾗｲ ﾐﾕｷ 兵庫・TheShopJamming

323 2 ウィメン-A 草深 梨加 ｸｻﾌﾞｶ ﾘｶ 三重･ｱｰﾙﾂｰｻｰﾌ

324 3 ウィメン-A 山本 有香 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶ 奈良・シリアス

325 4 ウィメン-A 北村 美月 ｷﾀﾑﾗ ｷﾂﾞｷ 三重・ｼﾞｬｲﾌﾞﾋﾞﾗﾎﾞﾝｽﾄｱ

326 5 ウィメン-A 石川 希歩 ｲｼｶﾜ ｷﾎ 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌ



327 6 ウィメン-A 寺本 楓 ﾃﾗﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ

328 7 ウィメン-A 金 希里 ｷﾑ ﾌｨﾘ 三重･ﾁｬｰｼﾞｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ

329 8 ウィメン-A 安達 順子 ｱﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ 大阪・ﾏﾆｭｰﾊﾞｰﾗｲﾝ

330 9 ウィメン-A 大村 遥 ｵｵﾑﾗ ﾊﾙｶ 滋賀･CLIFE SIDE

331 ▲ ウィメン-A 松尾 静子 ﾏﾂｵ ｼｽﾞｺ 大阪･バルバス・バウ

332 1 ウィメン-B 江藤 夏波 ｴﾄｳ ｶﾅﾐ 大阪・TRIAL SurfFamily

333 2 ウィメン-B 臼杵 映理 ｳｽｷ ｴﾘ 大阪・TRIAL SurfFamily

334 3 ウィメン-B 東本 理佳 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾘｶ 大阪･Team evo

335 4 ウィメン-B 安井 美樹 ﾔｽｲ ﾐｷ 大阪・CHUG

336 5 ウィメン-B 小牧 恵子 ｺﾏｷ ｹｲｺ 京都･ﾑﾗｻｷ久御山

337 6 ウィメン-B 向井 恵美子 ﾑｶｲ ｴﾐｺ 京都･ﾑﾗｻｷ久御山

338 7 ウィメン-B 浜端 あすか ﾊﾏﾊﾞﾀ ｱｽｶ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

339 8 ウィメン-B 駒田 裕美子 ｺﾏﾀﾞ ﾕﾐｺ 三重・ｼﾞｬｲﾌﾞﾋﾞﾗﾎﾞﾝｽﾄｱ

340 9 ウィメン-B ｶﾗｷﾞｱﾆｽ・ｱﾆｰ ｶﾗｷﾞｱﾆｽ・ｱﾆｰ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

341 10 ウィメン-B 川内 亜耶 ｶﾜｳﾁ ｱﾔ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

342 11 ウィメン-B 榊原 響 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾋﾞｷ 滋賀･クリフサイド

343 12 ウィメン-B 鷲田 友梨 ﾜｼﾀﾞ ﾕﾘ 京都・STRADIY

344 13 ウィメン-B 安田 美香 ﾔｽﾀﾞ ﾐｶ 愛知・REWARD

345 ▲ ウィメン-B 桝屋 智美 ﾏｽﾔ ﾄﾓﾐ 大阪･バルバス・バウ

346 ▲ ウィメン-B 高橋 久実 ﾀｶﾊｼ ｸﾐ 大阪･バルバス・バウ

347 1 SUP 野堀 めい ﾉﾎﾘ ﾒｲ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

348 2 SUP 野堀 義継 ﾉﾎﾘ ﾖｼﾂｸﾞ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

349 3 SUP 木下 広道 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾐﾁ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

350 4 SUP 南 拓実 ﾐﾅﾐ ﾀｸﾐ 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ

351 5 SUP 田中 康之 ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

352 6 SUP 井上 勝明 ｲﾉｳｴ ｶﾂｱｷ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

353 7 SUP 猪木 基次 ｲﾉｷ ﾓﾄﾂｸﾞ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

354 8 SUP 金田 善弘 ｶﾅﾀ ﾖｼﾋﾛ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

355 9 SUP 谷川 拓磨 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 大阪･

356 10 SUP 田茂井 敏行 ﾀﾓｲ ﾄｼﾕｷ 京都・ｿﾙｼﾞｬｰﾌﾞﾙｰ

357 11 SUP 松山 勉 ﾏﾂﾔﾏ ﾂﾄﾑ 大阪･

358 12 SUP 土井 美樹子 ﾄﾞｲ ﾐｷｺ 兵庫･kukahi

359 13 SUP 永吉 勇作 ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｳｻｸ 大阪･西磯組合

360 1 ﾎﾞﾃﾞｨ-B-A 栗本 裕史 ｸﾘﾓﾄ ﾕｳｼ 大阪・ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ堺

361 2 ﾎﾞﾃﾞｨ-B-A 柏原 芳乃 ｶｼﾊﾗ ﾖｼﾉ 大阪・ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ泉南

362 3 ﾎﾞﾃﾞｨ-B-A 新保 弘乃 ｼﾝﾎﾞ ﾋﾛﾉ 大阪・ﾑﾗｻｷ泉南

363 4 ﾎﾞﾃﾞｨ-B-B 竹野 綾乃 ﾀｹﾉ ｱﾔﾉ 大阪・ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ堺

364 5 ﾎﾞﾃﾞｨ-B-B 宮崎 佳織 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｵﾘ 大阪・ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂNSC

365 6 ﾎﾞﾃﾞｨ-B-B 松本 いずみ ﾏﾂﾓﾄ ｲｽﾞﾐ 三重・

366 1 ファンボード 仁平 正彦 ﾆﾋﾗ ﾏｻﾋｺ 大阪・SOUTH BORDER

367 2 ファンボード 赤平 茜 ｱｶﾋﾗ ｱｶﾈ 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ

368 3 ファンボード 中野 剛志 ﾅｶﾉ ﾀｹｼ 大阪・TheBluesurf

369 4 ファンボード 岸 英治 ｷｼ ｴｲｼﾞ 大阪･CHIKIRI SURF

370 5 ファンボード 海冨 伸和 ｶｲﾄﾐ ｼﾝﾜ 大阪･CHIKIRI SURF

371 6 ファンボード 宮内 彩波 ﾐﾔｳﾁ ｲﾛﾊ 大阪･CHIKIRI SURF


