
ボランティアスタッフ７１名の皆さんのお蔭で第７回関西オープンを無事開催できました。お疲れ様でした。
感謝いたします。ありがとうございました。

氏名 所在地・所属 役割 選手兼任 備考

1 島田 仁史 大阪･CLOVER SURF ジャッジ委員長 A

2 神田 昌則 三重･R２ SURF ジャッジ A

3 浅井 賢治 大阪･バルバス・バウ ジャッジ B

4 浅野 直哉 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ泉南 ジャッジ A

5 久保 英明 大阪・TheBluesurf ジャッジ A

6 宮内 健司 大阪･CHIKIRI SURF ジャッジ B

7 坂田 淳司 大阪･MATAHARI surf ジャッジ B

8 小椋 浩一郎 大阪･OCEAN FAR EAST ジャッジ B

9 杉本 健 神奈川・ﾋﾞｰﾁｶﾙﾁｬｰ ジャッジ B

10 川村 昂史 三重・ｽﾌﾟﾘｰﾑｻｰﾌﾎﾞｰﾄﾞ ジャッジ B

11 下田 泰成 三重･リーバサーフ ジャッジ A

12 川瀬 文也 三重･ｱﾃﾞｨｸﾄｻｰﾌ ジャッジ A

13 佐藤 友香 三重･リーバサーフ 午前中/ジャッジ A

14 三浦 勝己 大阪・M.Y.U SURFBOARDS 午前中/ジャッジ A

15 岩本 和樹 三重･ウォーターフロント 兼任/ジャッジ マスターA B

16 岸上 哲也 大阪･gate surfbox 兼任/ジャッジ マスターA B

17 高岡 敦 大阪・HZRD 兼任/ジャッジ マスターA A

18 藤江 務 京都･ﾑﾗｻｷ久御山 兼任/ジャッジ マスターB C

19 浜村 昭雄 三重･ウォーターフロント 兼任/ジャッジ レトロ-C B

20 香川 聡志 大阪･バルバス・バウ 兼任/ジャッジ レトロ-C B

21 東 俊 三重･flow surf 兼任/ジャッジ ロング-B C

22 土井 一洋 大阪･EBISU SURF LG/ジャッジ C

23 川口 正幸 京都・ベアフット LG/ジャッジ C

24 伊根口 理恵 京都・フリースロー LG/ジャッジ C

25 畑中 正明 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ LG/ジャッジ C

26 中井 敏也 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ LG/ジャッジ C

27 青山 雅哉 大阪･ｽﾄｩﾃﾞｨｵｻｰﾌ LG/ジャッジ C

28 三口 省賢 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ大阪店 SUP/ジャッジ C

29 小谷 和宏 大阪・OPTION 集計委員長 マスターA 兼任

30 和泉 博己 大阪･ﾗｲﾀﾞｰｽﾞﾌｧｸﾄなんば 集計

31 三島 成夫 大阪・TEAM EVO 集計

32 浜端 あすか 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ 集計

33 福永 陽一 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ 集計

34 青木 佑介 三重･JIBE Billabong Store 午前/集計 昼まで

35 伊藤 士朗 三重･HARDER 午前/集計

36 種谷 渉 大阪･ﾁｰﾑﾑﾗｻｷ堺 兼任/集計 メン-A 兼任

37 廣瀬 奈美 大阪・OFF THE WALL 兼任/ゼッケン SUP 兼任

38 山本 有香 奈良・ｼﾘｱｽｵｰｼｬﾝｷﾞｱ 兼任/ゼッケン ウィメン-A 兼任

39 上江 瞳弥 大阪・TEAM EVO ゼッケン

40 松下 千恵子 大阪・TEAM EVO ゼッケン

41 志甫 幸治 大阪・TEAM EVO ゼッケン

42 松下 泰明 大阪・TEAM EVO ﾄﾞﾛｰﾝ/ゼッケン

43 山下 雅己 大阪・TEAM EVO 兼任/ゼッケン マスターB 兼任

44 奥野 安行 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ 旗揚げ/回収-BC

45 梅田 修平 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ 旗揚げ/回収-BC

46 中村 歩 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ 旗揚げ/回収-BC

47 平賀 恭聖 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ 旗揚げ/回収-BC

48 奥野 練 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ 旗揚げ/回収-BC

49 島谷 高博 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ大阪店 旗揚げ/回収-A

50 小西 真弘 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ大阪店 兼任/回収-A マスターB 兼任

51 松本 晃一 大阪･トリッキー 兼任/旗揚げ マスターA 兼任

52 門西 茂 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ大阪店 兼任/旗揚げ マスターB 兼任

53 平田 淳 大阪･ｵﾌｻﾞｳｫｰﾙ大阪店 半日/旗揚げ 半日



54 神谷 亘 大阪・TheBluesurf 掲示

55 西村 成彦 大阪・TheBluesurf 掲示

56 小林 仁 大阪・TheBluesurf 掲示

57 阿久 雅実 大阪・TheBluesurf 兼任/掲示 マスターA 兼任

58 松村 真悟 大阪･CHIKIRI SURF 兼任/掲示 マスターB 兼任

59 神 建太 大阪･CHIKIRI SURF 兼任/掲示 マスターB 兼任

60 福田 義明 三重･ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ 放送

61 仲 憲一 大阪・３０３SURF 放送

62 山下 海果 三重･リーバサーフ 放送助手

63 山本 恵 大阪・TheBluesurf 放送助手

64 星野 由里 大阪・TheBluesurf 放送助手

65 横山 英理 大阪・TheBluesurf 放送助手

66 池内悟 三重･FREE 音響

67 池内 啓太 三重･FREE 音響

68 岡 タカシ 大阪･FREE 写真

69 石代 保之 三重･ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ鈴鹿 本部付け

70 森川 貴行 三重・mocca surf 本部付け

71 上野 譲二 大阪・TheBluesurf 運営総合


