
OUTスタート（暖流コース）

組 時間 氏　　名 学校名 予選Ｇ 氏　　名 学校名 予選Ｇ 氏　　名 学校名 予選Ｇ 氏　　名 学校名 予選Ｇ

にしむら　たくま たかむら　しょう えがしら　ゆう

西村　拓磨 高村　奨 江頭　祐
ふじもと　とわ たけだ　かんた ぬくみ　かずき

藤本　永遠 武田　栞汰 生見　和己
いでうら　ゆうと あけさか　こうだい きた　こうたろう

出浦　悠豊 明坂　航大 喜多　晃太郎
おおこそ　ゆうが くろたけ　ゆうじ かわばた　しょうた せきの　やすまさ

大社　宥雅 黒竹　優児 河端　将汰 関野　恭成
すさみ　ひろき ふじわら　あきと こにし　けんや さかきばら　ゆあ

須佐美　日天樹 藤原　亜樹斗 小西　健矢 榊原　夢歩
たどころ　ひろき しいうえざと　しょう たかはし　かいり なかにし　りょうたろう

田所　裕槻 後上里　正 髙橋　海理 仲西　遼太朗
ないとう　まさし いのうえ　しんや うえだ　じん おちあい　りょう

内藤　匡 井上　慎也 上田　仁 落合　凌
しづか　しゅんぺい かわはら　ゆうすけ やまだ　かんた てらお　りじえ

志塚　俊平 川原　祐輔 山田　勘太 寺尾　利爾枝
はぎた　かい かがわ　なたか たなか　しょうご かとう　かける

萩田　神生 香川　奈鷹 田中　将吾 加藤　翔
なかがわ　けいすけ さたけ　かんた かわい　せいや くろだ　あつし

中川　慶亮 佐竹　幹太 河合　聖哉 黒田　淳志
はまべ　たけし わだ　よしはる なかむら　げんき かどた　けんたろう

濵邉　健 和田　嘉晴 仲村　元暉 門田　健太郎
くりもと　かずひろ ふじい　たつのり かとう　わたる さかね　りゅうのすけ

栗本　和博 藤井　龍典 加藤　渉 阪根　竜之介
か　いごう おおかわ　こうき すぎやま　たいが そはら　かずき

何　益豪 大川　功起 杉山　大雅 曽原　和樹
やまうら　たいき ますだ　こうへい こにし　ゆうき たけかわ　ゆうき

山浦　太希 増田　康平 小西　勇輝 竹川　雄喜
まつもと　まさき ほおかべ　たつや よしたけ　りょうま なかもり　たかあき

松本　正樹 佐伯部　竜也 吉武　稜真 仲盛　貴明
たなか　しんのすけ はやしもと　まさたか おおしま　いのち かわもと　りき

田中　伸乃輔 林元　将崇 大嶋　命 河本　力
かじたに　りょうの こひで　りょうへい さかもと　れつ かわはら　まさひろ

梶谷　亮之 小日出　稜平 阪本　烈 川原　正寛
ばんどう　あつし こさいひら　ゆうわ ひがし　だいち よしだ　たいき

板東　篤司 小斉平　優和 東　大智 吉田　泰基
とよやま　りょう しまや　かずま いまの　だいき まるやま　つばさ

豊山　良 嶋谷　和真 今野　大喜 丸山　翼
おおしま　ほのお にしやま　たいこう えんどう　けんた すぎはら　たいが

大嶋　炎 西山　大広 遠藤　健太 杉原　大河

　注意事項

1、欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがあります。 日　時　

2、タイムパー　2時間30分です。 会　場　

3、病気,事故等のため参加を取りやめる場合は、必ず事前に黒潮CC（0887-33-4455）へ

　  連絡して下さい。無断欠場は、来年度本競技に出場出来ません。 主　催　

競技委員長　今西　　清
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