
ゼッケン 氏名 地域 ゼッケン 氏名 地域 ゼッケン 氏名 地域

109 前田　あかり 奄美市 218 大木　浩 龍郷町

1 春山　恵一 奄美市 110 野島　未菜 奄美市 佐竹　健太郎

2 里　真樹 奄美市 111 山腰　眞澄 龍郷町 219 栄　慎之助 瀬戸内町

3 永山　一秀 鹿児島市 112 南　千明 龍郷町 吉見　圭太郎

4 東　三彦 徳之島町 113 塩﨑　峰恵子 瀬戸内町 220 當　和弥 奄美市

5 木山　俊彦 奄美市 世門　憂汰

6 河上　照司 奄美市 221 大冨　将範 奄美市

7 盛山　喜昭 奄美市 201 有村　和廣 奄美市 大冨　楽登

8 伊藤　恵二 瀬戸内町 鍋田　康之

9 古井　淳 瀬戸内町 202 中田　博也 瀬戸内町

10 秦　健太郎 瀬戸内町 森　一治 301 籾山　育代 瀬戸内町

11 作田　範昭 瀬戸内町 203 茂野　武史 瀬戸内町 福島　広乃

12 上野　生隼 瀬戸内町 高橋　秀輔 302 髙田　暁 瀬戸内町

13 徳永　晴紀 奄美市 204 勇　忠一 瀬戸内町 岡本　直美

14 有馬　武統 姶良市 重吉　和久 303 荒井　彩花 瀬戸内町

15 奥田　義仁 瀬戸内町 205 宝　正己 奄美市 門脇　ひかり

16 大海　昌平 奄美市 西村　公一 304 義永　桃子 瀬戸内町

17 橋口　敏男 瀬戸内町 206 尾崎　翔 瀬戸内町 伊東　美優

18 三原　和興 瀬戸内町 中村　魁斗 305 田村　夏海 瀬戸内町

19 野嵜　真一 鹿屋市 207 清水　廣之 瀬戸内町 法　有紗

20 鶴丸　貴昭 瀬戸内町 茂野　拓真 306 牧　愛梨香 瀬戸内町

21 榊　栄広 奄美市 208 山畑　海勝 瀬戸内町 畠中　千妃那

22 竹　健治 徳之島町 久田　友樹 307 前野　理恵 鹿屋市

23 町田　龍太郎 奄美市 209 西田　湖南 瀬戸内町 福留　由美

24 嶺山　栄二郎 徳之島町 西田　徠夏 308 川畑　柚希 瀬戸内町

25 岩元　隆久 奄美市 210 阿部　幹太 瀬戸内町 池田　ルカ

26 田代　一美 和泊町 會所　佳高　 309 常田　優華 奄美市

27 田代　昂之 鹿児島市 211 松井　秀喜 瀬戸内町 池田　琴希

28 有村　政彦 奄美市 里　慎也 310 吉山　麻優 奄美市

29 下野　照太 瀬戸内町 212 福山　洋志 奄美市 山　千絵梨

30 積　竜太 奄美市 福山　一郎

213 岩永　信章 瀬戸内町

岩永　青流 401 西　忠男 奄美市

101 永井　弓子 奄美市 214 富　修一郎 奄美市 森田　教子

102 片岡　静子 瀬戸内町 富　奏太 402 濱川　ゆかり 奄美市

103 宮山　尚子 奄美市 215 江﨑　隼太 大和村 上園　翔矢

104 池田　さおり 瀬戸内町 晨原　諭 403 大工　雄生 奄美市

105 森山　初美 奄美市 216 満　拓也 瀬戸内町 大工　実沙子

106 大川　乃里子 奄美市 満　貴生翔 404 勇　明治 瀬戸内町

107 岩崎　悦子 奄美市 217 上野　孝貴 奄美市 栄　茉斗耶

108 寳　郁美 奄美市 上野　皐晴

出場選手名簿

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



ゼッケン 氏名 地域 ゼッケン 氏名 地域 ゼッケン 氏名 地域

405 脇　浩史 瀬戸内町 504 古株　聖也 奄美市

脇　真由美 505 安達　隆幸 奄美市 1001 祷　広哲 瀬戸内町

406 國宗　弓穂 瀬戸内町 506 和田　知彦 奄美市 祷　悠聖

國宗　裕一 507 水流　一成 奄美市 祷　仁愛

407 森　和喜 瀬戸内町 508 渡邉　信一 伊佐市

森　日向香 509 時岡　圧典 奄美市

408 古賀　雅彦 瀬戸内町 510 菊野　佑仁 奄美市

古賀　博美 511 保　裕之 奄美市

409 山畑　あや 瀬戸内町 512 大城　匠人 奄美市

山畑　瑞貴 513 山下　竜己 奄美市

410 櫻井　力 龍郷町 514 白畑　瞬 奄美市

櫻井　直子 515 植田　斉久 奄美市

411 千田　雅之 奄美市

千田　浩代

412 藤尾　直人 鹿屋市 601 前野　有紀 奄美市

藤尾　久美子 602 牧野　清美 奄美市

413 渡邉　憲太郎 鹿屋市

渡邉　和泉

414 田袋　淳 徳之島町 701 枦木　翔 伊佐市

田袋　利也子

415 野島　秀伸 奄美市

岩元　志歩 901 二宮　正 奄美市

416 南　武明 龍郷町 902 川畑　信道 奄美市

南　心月 903 倉本　和幸 奄美市

417 白濱　光広 奄美市 904 川　和憲 奄美市

白濱　律子 905 東村　稔 瀬戸内町

418 中島　朋子 瀬戸内町 906 清水　健太 瀬戸内町

中島　拓人 907 喜　一志 瀬戸内町

419 栗林　伸明 奄美市 908 今井　章貴 喜界町

栗林　美宥 909 桑畑　詠二 奄美市

420 清水　智恵 瀬戸内町 910 池畑　郁人 奄美市

吉川　久也 911 大塚　幸子 喜界町

421 梅北　健一 鹿屋市 912 中村　洋 鹿児島市

柳沢　さり 913 中島　聡志 奄美市

422 新田　賢一 奄美市 914 野元　剛二 大和村

新田　孝子 915 早川　達也 天城町

916 森　純助 徳之島町

917 向井　伸志 天城町

501 平野　謙治 垂水市 918 白倉　知加子 龍郷町

502 泉　和宏 奄美市 919 川節　正満 奄美市

503 森山　卓逸 奄美市

Ｇ サーフスキー シングル 女子の部

出場選手名簿

Ｈ アウトリガー シングル 男子の部

Ｋ SUP（スタンドアップパドルボート）

Ｆ サーフスキー シングル 男子の部

Ｊ オープンの部（3人艇）の部


