
第４回関西オープン２０１４　ボランティア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 所在地・所属 氏名 所在地・所属

1 島田 仁史 大阪・CLOVER 伊藤 美和 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ
2 神田 昌則 三重・Ｒ２サーフ 原田 あや 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ
3 西世古 文彦 三重･プラヤサーフ 松田 きょう子 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ
4 下田 泰成 三重・LE-BA SURF 種谷 渉 大阪・ムラサキあべの
5 金田輝士 大阪・GOLDEN SURF 福田 義明 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ
6 久保 英明 大阪･TheBluesurf 仲 憲一 大阪・３０３SURF
7 久保 浩二 大阪･TheBluesurf 東田 多代 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ
8 川村 昂史 三重・ｽﾌﾟﾘｰﾑｻｰﾌﾎﾞｰﾄﾞ 筒井 扶美 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ
9 北村 貴彦 京都・STRADIY 吉岡 慈加 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ
10 坂田 淳司 大阪・MATAHARI surf 佐藤 どりーむ 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ
11 佐々木 健浩 京都･フリースロー 神谷 亘 大阪･TheBluesurf
12 小川 喜之 大阪･COF 西村 成彦 大阪･TheBluesurf
13 山本 昌仁 三重・K's SURFGALLERY 仲村 幸人 大阪･TheBluesurf
14 加藤 工 大阪・CLOVER 竹田 佳宰 大阪･TheBluesurf
15 大下 剛 大阪・CLOVER 阿久 雅実 大阪･TheBluesurf
16 藤江 務 京都･ムラサキ京都 福井 治郎 大阪・CHIKIRI SURF
17 藤本 功太郎 京都･ムラサキ京都 新垣 繁 大阪・CHIKIRI SURF
18 浦谷 秀彦 京都･バンクス 松村 真悟 大阪・CHIKIRI SURF
19 茶谷 義高 京都･オラス 森川 憲仁 大阪・リスペクト
20 高士 慶久 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ 田中京子 大阪･ムラサキ堺
21 中野 敏彦 愛知・エアーボーン 廣瀬 奈美 大阪・OFF THE WALL
22 曽和 裕晶 サワルナ 金本 真由美 大阪・OFF THE WALL
23 深井 隆史 山本 有香 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ
24 白井 和男 滋賀･PukaPuka 上江 瞳弥 大阪・TEAM evo
25 守山 倫明 京都・ソルジャーブルー 松尾 こずえ 大阪・O.F.E.住之江
26 谷本 安弘 兵庫･クーカイ 舟井 伸孝 大阪･ムラサキ三重
27 三口 省賢 大阪・OFF THE WALL 新納 達也 大阪･Climb Surf
28 仁平正彦 大阪･ET.SURF.SHACK 小林 一雅 大阪・O.F.E.和泉
29 畑中 正明 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌｽﾎﾟﾙﾄ 河本 ありさ 大阪・O.F.E.和泉
30 川口 正幸 京都･ベアフット 西川 裕子 大阪・O.F.E.和泉
31 梅本 利樹 和歌山サーフィン連盟 井上 泰典 大阪･ムラサキ大日
32 板谷 計司 和歌山サーフィン連盟 松本 修 大阪・OFF THE WALL
33 浅井 賢治 大阪・スウェル堺 原田 昌之 奈良･ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ
34 浜村 昭雄 三重・浜村モータース 大橋 太郎 大阪・TEAM evo
35 瀧野 岳 大阪・ビガーズ 木村 一也 大阪・TEAM evo
36 野間広昭 大阪･ET.SURF.SHACK 西村 梨沙 三重・JIBE BILLABONG
37 染川 廣 大阪 松本 晃一 大阪・トリッキー
38 橋本圭一郎 滋賀･ｸﾘﾌｻｲﾄﾞ 池内悟(本部) 三重･FREE
39 杉本 健 神奈川・ﾋﾞｰﾁｶﾙﾁｬｰ 池内 啓太 三重･FREE
40 岸上 哲也 大阪･gate surfbox 平石信一郎 神戸屋楽器
41 南垣 嘉昭 大阪･TheBluesurf 徳本 晃一 京都・
42 田村 健二 大阪･ムラサキ泉南 中村 由佳 兵庫・
43 戸崎 智 大阪・MYU SURF 小林 美沙 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ
44 小谷 和宏 大阪・OPTION 片瀬 のり子 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ
45 和泉博己 大阪･ﾑﾗｻｷなんばcity 上野 譲二 大阪･TheBluesurf
46 三島 成夫 大阪・TEAM evo
47 松尾 静子 大阪・スウェル堺
48 伊藤 士朗 三重・ﾊｰﾀﾞｰ&ｻﾝﾀﾞﾙｽﾞ
49 木下 浩司 京都･セタガワベース
50 橋本寿美 滋賀･ｸﾘﾌｻｲﾄﾞ


