
ゼッケン 氏名 地域 ゼッケン 氏名 地域 ゼッケン 氏名 地域

41 泉　匡哉 奄美市 403 植田　祐介 東京都

1 嶺山　栄二郎 徳之島町 黒沢　亜希 東京都

2 髙須賀　吾郎 神奈川県 404 佐藤 順治 神奈川県

3 古谷　元一 宮崎県 101 林　直子 千葉県 奥平　明美 神奈川県

4 田中　隆幸 宮崎県 102 堀内　紅子 神奈川県 405 佐藤　将実 神奈川県

5 吉田　詔一 宮崎県 103 鈴木　菜摘 東京都 佐藤　晴美 神奈川県

6 安部　直人 姶良市 104 芳地　直美 静岡県 406 千田　雅之 奄美市

7 盛山　喜昭 奄美市 105 上野　沙奈恵 沖縄県 千田　浩代 奄美市

8 作田　範明 瀬戸内町 106 永井　弓子 奄美市 407 池田 理人 神奈川県

9 伊藤　恵二 瀬戸内町 107 野島　未菜 奄美市 池田 裕美 神奈川県

10 大海　昌平 奄美市 108 宮之原　　千覚 龍郷町

11 秦　健太郎 瀬戸内町

12 田村　元宏 瀬戸内町 501 稲垣　隆祥 神奈川県

13 鶴丸　貴昭 瀬戸内町 201 森　一治 瀬戸内町 502 前川　一彦 奈良県

14 水附　謙太郎 神奈川県 中田　博也 瀬戸内町 503 田村　常雄 沖縄県

15 三浦　仁 北海道 202 徳田　和正 瀬戸内町 504 石塚　高也 福岡県

16 板垣　俊輔 神奈川県 宝　正己 奄美市 505 松本　和弘 福岡県

17 大迫　岳志 静岡県 203 高橋　秀輔 瀬戸内町 506 金子　宣夫 神奈川県

18 生山　佳照 山梨県 田中　公文 東京都 507 香山　博司 大阪府

19 佐藤　潤二 福島県 204 木村　尚樹 広島県 508 澤　優 大阪府

20 鶴薗　宏海 千葉県 平野　常明 広島県 509 鈴木　雅人 神奈川県

21 野嵜　真一 鹿屋市 205 高野　博一 霧島市 510 小原　直史 東京都

22 田代　一美 和泊町 東　和也 鹿児島市 511 中野　光輝 愛知県

23 田代　昂之 鹿児島市 206 井原　博三 広島県 512 辻村　靖裕 愛知県

24 横正　宏 広島県 下村　明敬 広島県 513 轟木　俊男 神奈川県

25 吉田　世一 広島県 207 今泉　吉規 福岡県

26 高橋　保弘 福島県 山崎　勲 福岡県

27 宮川　和夫 東京都 208 江崎　隼太 大和村 701 大西　明 神奈川県

28 後藤　浩一 東京都 晨原　諭 瀬戸内町 702 時岡　圧典 奄美市

29 新見　赳玄 東京都 703 清水　健太 瀬戸内町

30 坂本　達也 東京都 704 川畑　茂輝 奄美市

31 白谷　秀顕 沖縄県 301 牧　愛梨香 瀬戸内町 705 城間　盛隆 神奈川県

32 菅　幸雄 神奈川県 碩　理保子 兵庫県 706 古株　聖也 奄美市

33 福山　武敏 奄美市 302 高瀬　由希子 福岡県 707 渡邉　信一 伊佐市

34 谷川　一義 埼玉県 原田　智恵 福岡県 708 平野　　謙治 姶良市

35 中里　浩然 奄美市 709 後藤　篤史 福岡県

36 鈴木　久雄 静岡県 710 千々岩　克成 熊本県

37 長谷川　英寿　 神奈川県 401 國宗　弓穂 瀬戸内町 711 保　裕之 奄美市

38 坂口　由治 霧島市 国宗　裕一 瀬戸内町 712 大城　匠人 奄美市

39 野島　秀伸 奄美市 402 清水　廣之 瀬戸内町 713 安達　隆幸 奄美市

40 星野　蒼一郎 奄美市 清水　有希子 瀬戸内町 714 白畑　瞬 奄美市

出場選手名簿（フル）

Ａ シーカヤック　シングル 男子の部

Ｂ シーカヤック　シングル　女子の部

Ｃ シーカヤック　タンデム　男子の部

Ｄ シーカヤック　タンデム　女子の部

Ｅ シーカヤック　タンデム　混合の部

F ファルトボード　シングル　男子の部

Ｈ サーフスキー　男子シングルの部



ゼッケン 氏名 地域 ゼッケン 氏名 地域 ゼッケン 氏名 地域

715 戸浪　雅秀 熊本県

716 井藤　秀晃 神奈川県 1201 塩屋　みなみ 瀬戸内町

717 和田　知彦 奄美市 徳永　和樹 瀬戸内町

718 バウテル　ブレット 沖縄県 上野　瑞菜 瀬戸内町

宅萬　進太郎 瀬戸内町

早田　里佳 瀬戸内町

801 加藤　圭織 神奈川県 内藤　哉良 瀬戸内町

802 牧野　清美 奄美市 坂本　翔平 瀬戸内町

803 一原　枝厘花 兵庫県 櫻井　康平 瀬戸内町

804 花井　沙矢香 沖縄県 1202 松尾　一沙 瀬戸内町

805 井高　絵蓮 千葉県 岡田　秀彦 瀬戸内町

田之上　咲季 瀬戸内町

中間　公平 瀬戸内町

901 泉　和宏 奄美市 福山　香穂 瀬戸内町

902 福井　英之 沖縄県 福森　亮太 瀬戸内町

903 松尾　和彦 沖縄県 牟田　航平 瀬戸内町

904 宮川　達也 神奈川県 慶越　仁 瀬戸内町

905 安藤　一郎 神奈川県 1203 今野　恵 神奈川県

906 枦木　翔 霧島市 佐伯　和彦 神奈川県

907 菊野　佑仁 奄美市 福永　大希 東京都

西牟田　恵 姶良市

伊藤　隆史 神奈川県

1001 大川　乃里子 奄美市 大崎　信一 鹿児島市

伊藤　太志 神奈川県

新冨　昭彦 姶良市

1101 中村　太一 神奈川県 1204 古藤　聡一 奄美市

保　直延 鹿児島市 栗林　完 奄美市

網本　伸大 千葉県 平田　悠哉 奄美市

中埜　大輔 東京都 國吉　真歩 奄美市

1102 藤井　一孝 兵庫県 清水　聡一郎 奄美市

金子　文宜 兵庫県 平　卓也 奄美市

佐藤　元 千葉県 中村　健太郎 奄美市

津田　真彦 神奈川県 中村　賢三 奄美市

1103 佐竹　健太郎 龍郷町

河上　照司 奄美市

森　政彦 奄美市

大木　浩 龍郷町

出場選手名簿（フル）

Ｉ サーフスキー　女子シングルの部

Ｍ 駅伝タンデム 8人の部

Ｊ アウトリガー　男子シングルの部

Ｋ アウトリガー　女子シングルの部

Ｌ 駅伝シングル 4人の部



ゼッケン 氏名 地域 ゼッケン 氏名 地域 ゼッケン 氏名 地域

1301 里　真樹 奄美市 1501 泉　一 奄美市 1601 中村　ゆき 福岡県

1302 久保　文芳 奄美市 宮脇　剛 鹿児島市 千々岩　美樹 熊本県

1303 太田　英一 京都府 1502 松尾　浩治 宮崎県 1602 髙田　暁 瀬戸内町

1304 斎藤　碩 北海道 黒木　幸夫 宮崎県 岡本　直美 瀬戸内町

1305 中村　文聡 宮崎県 1503 名内　隆 京都府 1603 塩崎　峰恵子 瀬戸内町

1306 藤木　慶一 宮崎県 安井　望 京都府 武　あきの 瀬戸内町

1307 岩下　利博 宮崎県 1504 阿部　幹太 瀬戸内町 1604 徳永　晃子 瀬戸内町

1308 塩根　勇 京都府 會所　佳高 龍郷町 篠原　智子 瀬戸内町

1309 富岡　忠幸 滋賀県 1505 紺屋　昭男 垂水市 1605 久原　理瑚 瀬戸内町

1310 春山　恵一 奄美市 小平　芳明 垂水市 吉田　海音 瀬戸内町

1311 奥田　義仁 瀬戸内町 1506 坂本 正州 南さつま市 1606 小川　結実 大和村

1312 橋口　敏男 瀬戸内町 坂本　嘉鉄 南さつま市 小川　百合子 大和村

1313 森山　卓逸 奄美市 1507 日向　英志 静岡県 1607 本田　由衣佳 瀬戸内町

1314 窪田　充寿 瀬戸内町 水野　昭二 広島県 牧　亜野美 瀬戸内町

1315 桜井　時広 埼玉県 1508 上野　靖 奄美市 1608 福島　広乃 瀬戸内町

1316 桑原　季雄 奄美市 新原　拓弥 鹿児島市 籾山　イクヨ 瀬戸内町

1317 竹　健治 徳之島町 1509 戸田　宏 広島県 1609 前野　理恵 鹿屋市

1318 椎名　順朗 神奈川県 前東　護 広島県 福留　由美 姶良市

1319 細谷　房夫 神奈川県 1510 大冨　将範 奄美市 1610 古上 紗織 大阪府

1320 永山　一秀 鹿児島市 大冨　楽登 奄美市 高橋　智子 兵庫県

1321 田﨑　美俊 広島県 1511 富　修一郎 奄美市 1611 山畑　あや 瀬戸内町

1322 瀬戸口　忠義 東京都 富　奏太 奄美市 山畑　優歩 奄美市

1323 春島　重也 天城町 1512 茂野　昭太 和歌山県 1612 祝　愛弓 瀬戸内町

1324 猪瀬　義昭 愛知県 山畑　篤海 愛知県 岡田　理佐 京都府

1325 五十嵐　敏男 瀬戸内町 1513 根本　修平 福岡県 1613 古賀 千里 瀬戸内町

1326 森田　博道 瀬戸内町 根本　理生 福岡県 数島 すずか 瀬戸内町

1327 越智　和明 福岡県 1514 川畑　格 奄美市

1328 太田　信浩 東京都 川畑　悠晟 奄美市

1329 宮本　聖平 大和村 1515 平野　和則 瀬戸内町 1701 熊取谷　治 大阪府

1330 黒田　尚吾 瀬戸内町 貞　宏明 瀬戸内町 熊取谷　富子 大阪府

1331 迎　大樹 鹿児島市 1516 栄　慎之助 瀬戸内町 1702 上岡　央子 東京都

1332 伊藤　貴信 瀬戸内町 吉見　圭太郎 瀬戸内町 石原　望 千葉県

1517 植田　裕大 宇検村 1703 山畑　茂穂 瀬戸内町

植田　文大 宇検村 印南　百合子 鹿児島市

1401 片岡　静子 瀬戸内町 1518 定別当　裕康 福岡県 1704 森　和喜 瀬戸内町

1402 森山　初美 奄美市 中里　恒夫 福岡県 森　日向香 瀬戸内町

1403 池田　さおり 瀬戸内町 1519 前田　譲二 奄美市 1705 勇　明治 瀬戸内町

1404 後藤　都 東京都 前田　悠作 奄美市 栄　茉斗耶 奄美市

1520 茂　隆一郎 瀬戸内町 1706 勝間田　和重 瀬戸内町

朝野　公平 神奈川県 勝間田　志保子 瀬戸内町

Ｎ シーカヤック　シングル　男子の部

Ｏ シーカヤック　シングル　女子の部

Ｐ シーカヤック　タンデム　男子の部

Ｒ シーカヤック　タンデム　混合の部

Ｑ シーカヤック　タンデム　女子の部

出場選手名簿（ハーフ）



ゼッケン 氏名 地域 ゼッケン 氏名 地域 ゼッケン 氏名 地域

1707 川畑　洋晃 瀬戸内町 1728 泰村　義一 瀬戸内町 1831 白倉　知加子 龍郷町

川畑　柚希 瀬戸内町 植田　百音 宇検村 1832 川節　正満 奄美市

1708 古賀　雅彦 瀬戸内町 1729 新川　康枝 奄美市

古賀　博美 瀬戸内町 新川　大聖 鹿児島市

1709 芝　奈紬 神奈川県 1730 鴻上　慎吾 奄美市 1901 祷　広哲 瀬戸内町

芝　淳史 神奈川県 鴻上　奈央 奄美市 祷　悠聖 瀬戸内町

1710 小川　信 大和村 1731 菊池　伊織 奄美市 祷　仁愛 瀬戸内町

小川　さくら 大和村 安江　潤 瀬戸内町

1711 大八木　敏行 神奈川県

大八木　麻弓 神奈川県

1712 朝沼　幸大 奄美市 1801 倉本　和幸 奄美市

朝沼　めぐみ 奄美市 1802 喜　一志 瀬戸内町

1713 小松 里美 広島県 1803 中村　洋 鹿児島市

小川 昭二 広島県 1804 桑畑　詠二 奄美市

1714 山根　香岐 大和村 1805 川　和憲 奄美市

山根　篤大 大和村 1806 千葉　隼人 神奈川県

1715 白濱　光広 奄美市 1807 森　純助 徳之島町

白濱　律子 奄美市 1808 田中　歩美 瀬戸内町

1716 蓮実　重尚 栃木県 1809 川浪　淳一 瀬戸内町

蓮実　圭子 栃木県 1810 小林　秀樹 奈良県

1717 藤尾　直人 鹿屋市 1811 森　大地 栃木県

藤尾　久美子 鹿屋市 1812 今井　章貴 喜界町

1718 今村　剛 福岡県 1813 中島　聡志 奄美市

今村　多江子 福岡県 1814 大塚　幸子 喜界町

1719 中村　弥生　 福岡県 1815 菅野　明彦 奄美市

吉末　信之 沖縄県 1816 篠田　理仁 瀬戸内町

1720 泉　重行 瀬戸内町 1817 池畑　郁人 奄美市

岩元　宝 瀬戸内町 1818 今村　孝一郎 瀬戸内町

1721 田袋　淳 徳之島町 1819 米田　信也 喜界町

田袋　利也子 徳之島町 1820 冨　充徳 喜界町

1723 草尾　弘二 福岡県 1821 三宅　実佳 宇検村

左座　リンダ 福岡県 1822 坂口　一彦 奄美市

1724 江盛　光一 東京都 1823 向井　伸志 天城町

江盛　洋子 東京都 1824 西島　卓生 奄美市

1725 渡辺 一 神奈川県 1825 仁科　美輝 奄美市

加瀬 あずみ 千葉県 1826 木村　泉 喜界町

1726 堀内　淳哉 龍郷町 1827 二宮　正 奄美市

堀内　紀子 龍郷町 1828 松浦　昭浩 喜界町

1727 山畑　貴宏 瀬戸内町 1829 川畑　信道 奄美市

山畑　結衣 奄美市 1830 種田　宗一郎 喜界町

Ｓ SUP（スタンドアップパドルボート）

Ｔ オープンの部（3人艇）

出場選手名簿（ハーフ）


