
クラス 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県

1 UNLIMITED男子 SUPA 木原 辰男 キハラ タツオ 男性 66 兵庫県

2 UNLIMITED男子 SUPA 林 良一 ハヤシ リョウイチ 男性 54 兵庫県

3 UNLIMITED男子 SUPA 栗原 茂 クリハラ シゲル 男性 44 広島県

4 UNLIMITED男子 SUPA 高木 幹二 タカギ カンジ 男性 49 島根県

5 UNLIMITED男子 SUPA 川谷 圭 カワタニ ケイ 男性 42 兵庫県

6 UNLIMITED男子 SUPA 東原 豊 トウハラ ユタカ 男性 63 兵庫県

7 UNLIMITED男子 SUPA 仲田 佳弘 ナカタ ヨシヒロ 男性 46 兵庫県

8 UNLIMITED男子 SUPA 鬼塚 一夢 オニヅカ ヒトム 男性 30 広島県

9 UNLIMITED男子 長谷川 孝寿 ハセガワ タカヒサ 男性 51 広島県

10 UNLIMITED男子 武智哲也 タケチ テツヤ 男性 56 愛媛県

11 UNLIMITED男子 尾尻健 オジリ タケシ 男性 50 広島県

12 12’6”以下レースボード男子 SUPA 新宅 一斗 シンタク カズト 男性 26 広島県

13 12’6”以下レースボード男子 SUPA 近藤 哲也 コンドウ テツヤ 男性 46 広島県

14 12’6”以下レースボード男子 SUPA 藤江 竜太郎 フジエ リュウタロウ 男性 39 広島県

15 12’6”以下レースボード男子 SUPA 後藤 峻 ゴトウ シュン 男性 35 広島県

16 12’6”以下レースボード男子 SUPA 小寺 隼人 コデラ ハヤト 男性 28 愛媛県

17 12’6”以下レースボード男子 SUPA 岩井 壯太 イワイ ソウタ 男性 14 滋賀県

18 12’6”以下レースボード男子 SUPA 河原 拓也 カワハラ タクヤ 男性 29 高知県

19 12’6”以下レースボード男子 SUPA 下甲 泰彦 シモコウ ヤスヒコ 男性 38 広島県

20 12’6”以下レースボード男子 SUPA 松村 浩佑 マツムラ コウスケ 男性 29 山口県

21 12’6”以下レースボード男子 SUPA 井上 健 イノウエ タケシ 男性 37 兵庫県

22 12’6”以下レースボード男子 SUPA 三上 達也 ミカミ タツヤ 男性 26 広島県

23 12’6”以下レースボード男子 SUPA 大坂 昌文 オオサカ マサフミ 男性 36 広島県

24 12’6”以下レースボード男子 SUPA 白武 秀将 シラタケ ヒデマサ 男性 27 広島県

25 12’6”以下レースボード男子 SUPA 渡部 雄貴 ワタナベ ユウキ 男性 35 愛媛県

26 12’6”以下レースボード男子 SUPA 近藤 友哉 コンドウ トモヤ 男性 40 岡山県

27 12’6”以下レースボード男子 SUPA 奥田 真史 オクダ マサフミ 男性 31 広島県

28 12’6”以下レースボード男子 SUPA 安田 孝則 ヤスダ タカノリ 男性 49 広島県

29 12’6”以下レースボード男子 SUPA 池田 正敏 イケダ マサトシ 男性 33 山口県

30 12’6”以下レースボード男子 SUPA 中本 隆行 ナカモト タカユキ 男性 42 広島県

31 12’6”以下レースボード男子 SUPA 下境田 証 シモサカイダ アキラ 男性 46 岡山県

32 12’6”以下レースボード男子 SUPA 江原 義之 エバラ ヨシユキ 男性 45 岡山県

33 12’6”以下レースボード男子 SUPA 柳 諭 ヤナギ サトル 男性 45 広島県

34 12’6”以下レースボード男子 SUPA 石坂 元親 イシザカ モトチカ 男性 35 岡山県

35 12’6”以下レースボード男子 SUPA 杉山友厚 スギヤマ トモアツ 男性 22 岡山県

36 12’6”以下レースボード男子 SUPA 西川隆治 ニシカワ リュウジ 男性 53 広島県

37 12’6”以下レースボード男子 SUPA 近藤 龍 コンドウ トオル 男性 41 佐賀県

38 12’6”以下レースボード男子 小田 真司 オダ シンジ 男性 50 広島県

39 12’6”以下レースボード男子 上田 紘太郎 ウエダ コウタロウ 男性 28 愛媛県

40 12’6”以下レースボード男子 山村 健 ヤマムラ タケシ 男性 50 広島県

41 12’6”以下レースボード男子 出野 伸容 イデノ ノブカタ 男性 46 広島県

42 12’6”以下レースボード男子 山村 卓 ヤマムラ スグル 男性 25 愛媛県

43 12’6”以下レースボード男子 土井 一也 ドイ カズヤ 男性 46 広島県

44 12’6”以下レースボード男子 吉田 明弘 ヨシダ アキヒロ 男性 46 広島県



45 12’6”以下レースボード男子 中村 圭太 ナカムラ ケイタ 男性 35 広島県

46 12’6”以下レースボード男子 樋口 勝幸 ヒグチ カツユキ 男性 55 広島県

47 12’6”以下レースボード男子 山崎 政範 ヤマザキ マサノリ 男性 45 岡山県

48 12’6”以下レースボード男子 ケニー金子 ケニー カネコ 男性 30 神奈川県

49 12’6”以下レースボード女子 SUPA 谷本 道子 タニモト ミチコ 女性 59 広島県

50 12’6”以下レースボード女子 SUPA 菱倉 温子 ヒシクラ アツコ 女性 36 神奈川県

51 12’6”以下レースボード女子 SUPA 松本奈季 マツモト ナツキ 女性 26 兵庫県

52 12’6”以下レースボード女子 倉本 弘子 クラモト ヒロコ 女性 43 広島県

53 12’6”以下レースボード女子 岡 綾 オカ アヤ 女性 37 広島県

54 12’6”以下レースボード女子 近藤 愛子 コンドウ アイコ 女性 44 佐賀県

55 12’6”以下レースボード女子 鬼塚 直美 オニヅカ ナオミ 女性 43 広島県

56 12’6”以下インフレータブル男子 SUPA 黒田 哲宏 クロダ テツヒロ 男性 46 岡山県

57 12’6”以下インフレータブル男子 SUPA 向井 雅文 ムカイ マサフミ 男性 38 広島県

58 12’6”以下インフレータブル男子 SUPA 山本 竜也 ヤマモト タツヤ 男性 43 島根県

59 12’6”以下インフレータブル男子 SUPA 福崎 貴仁 フクサキ タカヒト 男性 35 兵庫県

60 12’6”以下インフレータブル男子 北畠 啓史 キタバタケ ケイシ 男性 42 広島県

61 12’6”以下インフレータブル男子 土居 祐将 ドイ ユウスケ 男性 22 広島県

62 12’6”以下インフレータブル男子 姫野 弘毅 ヒメノ ヒロキ 男性 43 福岡県

63 12’6”以下インフレータブル男子 矢吹 武司 ヤブキ タケシ 男性 52 広島県

64 12’6”以下インフレータブル男子 岡本 充功 オカモト ミチノリ 男性 46 大阪府

65 12’6”以下インフレータブル男子 八城 友哉 ヤシロ トモヤ 男性 43 愛媛県

66 12’6”以下インフレータブル男子 藤本 真都 フジモト マコト 男性 45 愛媛県

67 12’6”以下インフレータブル男子 福澤 正樹 フクザワ マサキ 男性 43 福岡県

68 12’6”以下インフレータブル男子 久保田 修司 クボタ シュウジ 男性 34 広島県

69 12’6”以下インフレータブル男子 江角 直記 エスミ ナオキ 男性 58 島根県

70 12’6”以下インフレータブル男子 室橋 圭太 ムロハシ ケイタ 男性 37 兵庫県

71 12’6”以下インフレータブル男子 松岡 裕一 マツオカ ユウイチ 男性 43 広島県

72 12’6”以下インフレータブル男子 槇枝 大地 マキエダ ダイチ 男性 26 岡山県

73 12’6”以下インフレータブル男子 内藤慎一郎 ナイトウ シンイチロウ 男性 57 広島県

74 12’6”以下インフレータブル男子 永禮 耕平 ナガレ コウヘイ 男性 34 広島県

75 12’6”以下インフレータブル女子 SUPA 古川 なおみ フルカワ ナオミ 女性 45 徳島県

76 12’6”以下インフレータブル女子 SUPA 北島 輝久子 キタジマ キクコ 女性 43 兵庫県

77 12’6”以下インフレータブル女子 SUPA 西原 聖子 ニシハラ セイコ 女性 38 高知県

78 12’6”以下インフレータブル女子 SUPA 早川 有里 ハヤカワ ユリ 女性 44 滋賀県

79 12’6”以下インフレータブル女子 SUPA 渡辺 由美 ワタナベ ユミ 女性 37 兵庫県

80 12’6”以下インフレータブル女子 末岡 篤子 スエオカ アツコ 女性 36 広島県

81 12’6”以下インフレータブル女子 板倉汐里 イタクラ シオリ 女性 27 広島県

82 N1SCO NAISH ONEクラス男子 SUPA 日高 義雄 ヒダカ ヨシオ 男性 49 岐阜県

83 N1SCO NAISH ONEクラス男子 SUPA 岩井 基智 イワイ モトノリ 男性 39 滋賀県

84 N1SCO NAISH ONEクラス男子 井原 洋史 イハラ ヨウジ 男性 55 山口県

85 N1SCO NAISH ONEクラス男子 安本 一也 ヤスモト カズヤ 男性 45 広島県

86 N1SCO NAISH ONEクラス男子 水野 理史 ミズノ サトシ 男性 52 広島県

87 N1SCO NAISH ONEクラス男子 石黒 順哉 イシグロ ジュンヤ 男性 42 大阪府

88 N1SCO NAISH ONEクラス男子 佐久間泰三 サクマ タイゾウ 男性 38 広島県

89 N1SCO NAISH ONEクラス女子 SUPA 中本美奈子 ナカモト ミナコ 女性 38 広島県



90 14’0”以下インフレータブル男子 SUPA 八木 勝嗣 ヤギ カツシ 男性 50 山口県

91 14’0”以下インフレータブル男子 SUPA 寺本 勝己 テラモト カツミ 男性 50 兵庫県

92 14’0”以下インフレータブル男子 SUPA 野村 直哉 ノムラ ナオヤ 男性 52 高知県

93 14’0”以下インフレータブル男子 SUPA 森分 法義 モリワケ ノリヨシ 男性 47 広島県

94 14’0”以下インフレータブル男子 SUPA 天野 友義 アマノ トモヨシ 男性 53 大阪府

95 14’0”以下インフレータブル男子 SUPA 早川 憲一 ハヤカワ ケンイチ 男性 50 滋賀県

96 14’0”以下インフレータブル男子 SUPA 松本 大 マツモト ダイ 男性 54 兵庫県

97 14’0”以下インフレータブル男子 牧野 光樹 マキノ テルキ 男性 37 兵庫県

98 14’0”以下インフレータブル女子 SUPA 正木 ひろみ マサキ ヒロミ 女性 51 兵庫県

99 14’0”以下インフレータブル女子 SUPA 小林 和代 コバヤシ カズヨ 女性 52 兵庫県

100 14’0”以下インフレータブル女子 城戸 茜 キド アカネ 女性 28 広島県

101 14’0”以下インフレータブル女子 服部輝子 ハットリテルコ 女性 57 広島県

102 12’5”以下クラス男子 SUPA 上田 敬宏 ウエダ タカヒロ 男性 55 島根県

103 12’5”以下クラス男子 SUPA 前田 和昭 マエダ カズアキ 男性 53 兵庫県

104 オープンクラス（幅30inch以上）男子 大田 勝久 オオタ カツヒサ 男性 53 広島県

105 オープンクラス（幅30inch以上）男子 山内 正史 ヤマウチ マサフミ 男性 35 高知県

106 オープンクラス（幅30inch以上）男子 平野 智広 ヒラノ トモヒロ 男性 50 兵庫県

107 キッズレース　中学生　男子 柳 誉 ヤナギ ホマレ 男性 13 広島県

108 キッズレース　中学生　女子 米村 風夏 ヨネムラ フウカ 女性 13 兵庫県

109 キッズレース小学生4～6年　男子 倉本 大舞 クラモト ダイブ 男性 11 広島県

110 キッズレース小学生4～6年　男子 元浜 虎ノ介 モトハマ トラノスケ 男性 11 岡山県

111 キッズレース小学生4～6年　男子 下境田 尋 シモサカイダ ジン 男性 11 岡山県

112 キッズレース小学生4～6年　男子 鶴井 喜八 ツルイ キハチ 男性 11 兵庫県

113 キッズレース小学生4～6年　男子 中本世剛 ナカモト セイゴウ 男性 11 広島県

114 キッズレース小学生4～6年　男子 岩崎地宏 イワサキ チヒロ 男性 11 山口県

115 キッズレース小学生4～6年　女子 米村 夢春 ヨネムラ ユメハ 女性 9 兵庫県

116 キッズレース小学生1～3年　男子 近藤 秀虎 コンドウ シュウゴ 男性 8 佐賀県

117 キッズレース小学生1～3年　女子 岩井 楓 イワイ カエデ 女性 6 滋賀県

118 キッズレース小学生1～3年　女子 鶴井 八重 ツルイ ヤエ 女性 8 兵庫県

119 キッズレース小学生1～3年　女子 柳 心実 ヤナギ コノミ 女性 7 広島県

120 キッズレース小学生1～3年　女子 小田朱莉 オダ アカリ 女性 7 広島県

121 キッズレース小学生1～3年　女子 西岡真愛 ニシオカ マナミ 女性 6 広島県

122 キッズレース男子 木原嘉伸 キハラ ヨシノブ 男性 5 兵庫県


