
< 徳島県アマチュア選手権 決勝 エントリーリスト> ３月２９日６時現在

1 八阪　信樹 やさか　のぶき 吉野川

2 安喜　正満 あき　まさみつ 吉野川

3 陣内　自治 じんのうち　おさむ 吉野川

4 梅田　貴文 うめだ　たかぶみ 吉野川

5 成木　慎治 なるき　しんじ 吉野川

6 羽生　圭志 はにゅう　けいじ 吉野川

1 山口　稔直 やまぐち　としなお 鳴門ＣＣ

2 幸﨑　唯由 こうさき　ただよし 鳴門ＣＣ

3 千原　喜清 ちはら　よしきよ 鳴門ＣＣ

4 鎌田　昌直 かまだ　まさなお 鳴門ＣＣ

5 谷口　國博 たにぐち　くにひろ 鳴門ＣＣ

6 谷口　一生 たにぐち　いっせい 鳴門ＣＣ

7 歯朶尾博明 しだお　ひろあき 鳴門ＣＣ

8 奥山慎一郎 おくやましんいちろう 鳴門ＣＣ

9 板東　忠明 ばんどう　ただあき 鳴門ＣＣ

10 濵渕　裕生 はまぶち　ひろき 鳴門ＣＣ

11 岡　　繁幸 おか　しげゆき 鳴門ＣＣ

12 酒井　　勝 さかい　まさる 鳴門ＣＣ

13 仲山　佳孝 なかやま　よしたか 鳴門ＣＣ

14 小泉　勝也 こいずみ　かつや 鳴門ＣＣ

15 望月　徳久 もちづき　のりひさ 鳴門ＣＣ

1 多田　旺生 ただ　おうせい 月の宮

2 成松　　翔 なりまつ　しょう 月の宮

3 中川　聖太 なかがわ　しょうた 月の宮

4 勢井　乃樹 せい　ないき 月の宮

5 寺山　　徹 てらやま　とおる 月の宮

6 近藤　本一 こんどう　ほんいち 月の宮

7 加本　秀明 かもと　ひであき 月の宮

8 稲岡　拓郎 いなおか　たくろう 月の宮

9 小松　剛史 こまつ　たけし 月の宮

10 武田　紘汰 たけだ　こうた 月の宮

11 水主　達也 みずし　たつや 月の宮

12 藤本　悠貴 ふじもと　ゆうき 月の宮

13 田中　正記 たなか　まさき 月の宮

14 出口　智也 でぐち　ともや 月の宮

15 露田　一翔 つゆだ　はやと 月の宮

16 堀井　俊佑 ほりい　しゅんすけ 月の宮

17 沼田　弘治 ぬまた　こうじ　 月の宮

18 湯浅　明男 ゆあさ　あきお 月の宮

1 柳田　英記 やなぎだ　ひでき 御所CC

2 山田　賢二 やまだ　けんじ 御所CC

3 吉田　　茂 よしだ　しげる 御所CC

4 宮越　秀信 みやこし　ひでのぶ 御所CC

5 西村　美文 にしむら　よしふみ 御所CC

6 山田　直人 やまだ　なおと 御所CC

7 吉川　裕昭 よしかわ　ひろあき 御所CC

8 佐藤　彰師 さとう　あきのり 御所CC

9 四宮　敏彦 しのみや　としひこ 御所CC

10 清田弘一郎 きよた　こういちろう 御所CC

11 岡本　崇志 おかもと　たかし 御所CC

1 小野寺秀樹 おのでら　ひでき 眉山ＣＣ

2 坂田　幹夫 さかた　みきお 眉山ＣＣ

3 岡山　恭大 おかやま　やすひろ 眉山ＣＣ

4 浜口　洋一 はまぐち　よういち 眉山ＣＣ

5 稲垣　英介 いながき　えいすけ 眉山ＣＣ

6 百木　　稔 ももき　みのる 眉山ＣＣ

7 赤川　雅三 あかがわ　まさぞう 眉山ＣＣ

8 蓑手　重夫 みのて　しげお 眉山ＣＣ

NO 氏名 ふりがな 所属
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9 新開　秀幸 しんがい　ひでゆき 眉山ＣＣ

10 出島　伸也 でじま　しんや 眉山ＣＣ

11 高橋　伸輔 たかはし　しんすけ 眉山ＣＣ

1 阿部　義弘 あべ　よしひろ 四国ＣＣ

2 藤本　達也 ふじもと　たつや 四国ＣＣ

3 平野　浩司 ひらの　こうじ 四国ＣＣ

4 三宅　啓介 みやけ　けいすけ 四国ＣＣ

5 松本　信生 まつもと　のぶお 四国ＣＣ

6 清水　　匠 しみず　たくみ 四国ＣＣ

7 山下　伸二 やました　しんじ 四国ＣＣ

8 藤村　勝利 ふじむら　かつとし 四国ＣＣ

9 藤本　直樹 ふじもと　なおき 四国ＣＣ

10 太田　善造 おおた　ぜんぞう 四国ＣＣ

11 田村　哲也 たむら　てつや 四国ＣＣ

12 上徳　　篤 じょうとく　あつし 四国ＣＣ

13 溝延　茂樹 みぞのべ　しげき 四国ＣＣ

14 阿部　輝明 あべ　てるあき 四国ＣＣ

1 田村　真一 たむら　しんいち 西徳島

2 樫尾　一輝 かしお　かずき 西徳島

3 幾原　大輔 いくはら　だいすけ 西徳島

4 池田　鳴美 いけだ　なるみ 西徳島

5 新居　浩幸 にい　ひろゆき 西徳島

6 明石　光由 あかいし　みつよし 西徳島

7 佐藤　忠則 さとう　ただのり 西徳島

8 山本　真之 やまもと　まさゆき 西徳島

9 金山　誉典 かなやま　たかのり 西徳島

10 三木　武文 みき　たけふみ 西徳島

11 三原　克美 みはら　かつみ 西徳島

12 篠原　　豊 しのはら　ゆたか 西徳島

13 小川　敬司 おがわ　けいじ 西徳島

14 栗林　眞一 くりばやし　しんいち 西徳島

15 岡田　　弘 おかだ　ひろし 西徳島

16 藤川　忠春 ふじかわ　ただはる 西徳島

17 藤坂　　智 ふじさか　さとし 西徳島

18 吉野　英樹 よしの　ひでき 西徳島

1 尾崎　竜二 おざき　りゅうじ 阿南CC

2 吉井　滉介 よしい　こうすけ 阿南CC

3 田村　泰章 たむら　やすあき 阿南CC

4 一ノ宮惠敬 いちのみや　しげゆき 阿南CC

5 田村　　稔 たむら　みのる 阿南CC

6 野村　将志 のむら　まさし 阿南CC

7 立田　直行 たつた　なおゆき 阿南CC

8 大西　勝也 おおにし　かつや 阿南CC

9 芦谷　健太 あしたに　けんた 阿南CC

10 中西　雅英 なかにし　まさひで 阿南CC

11 立田　仁哉 たつた　じんや 阿南CC

12 太田　一成 おおた　かずなり 阿南CC

1 逢坂　宜孝 おおさか　のりたか 東徳島

2 花﨑　　大 はなさき　だい 東徳島

3 手束　真章 てづか　まさあき 東徳島

4 澤口　幸司 さわぐち　こうじ 東徳島

5 川原　公良 かわはら　きみよし 東徳島

6 笠井　俊志 かさい　しゅんじ 東徳島

7 小林　数誉 こばやし　かずたか 東徳島

8 安藝　通彦 あき　みちひこ 東徳島

9 東道　和仁 ひがしみち　かずひと 東徳島

10 関寺　浩雄 せきでら　ひろお 東徳島

11 坂井　邦彦 さかい　くにひこ 東徳島
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12 原　　貞雄 はら　さだお 東徳島

13 畑岡　孝治 はたおか　こうじ 東徳島

14 平本　耕一 ひらもと　こういち 東徳島

15 山本　国治 やまもと　くにはる 東徳島

16 髙橋　靖士 たかはし　やすし 東徳島

17 髙橋　裕之 たかはし　ひろゆき 東徳島

18 祖父江達也 そふえ　たつや 東徳島

19 大植　好行 おおうえ　よしゆき 東徳島

20 増井　義治 ますい　よしはる 東徳島

21 月岡　靖憲 つきおか　やすのり 東徳島

22 山口　泰範 やまぐち　やすのり 東徳島

23 板東　大貴 ばんどう　ともたか 東徳島

24 西浦　鋭雄 にしうら　えいお 東徳島

1 元下　国広 もとした　くにひろ レオマ高原

2 谷藤　真斗 たにふじ　まさと レオマ高原

3 合田　慶尚 ごうだ　よしなお レオマ高原

4 篠原　和樹 しのはら　かずき レオマ高原

5 三木　孝美 みき　たかよし レオマ高原

6 田岡　和史 たおか　かずふみ レオマ高原

7 篠原　教真 しのはら　のりまさ レオマ高原

8 佐藤　秀樹 さとう　ひでき レオマ高原

9 近藤　克久 こんどう　かつひさ レオマ高原

10 西村　　裕 にしむら　ひろし レオマ高原

11 西谷　英昭 にしたに　ひであき レオマ高原

12 古林　敬介 こばやし　けいすけ レオマ高原

13 三好　　猛 みよし　たけし レオマ高原

14 大西　利史 おおにし　としふみ レオマ高原

15 谷口　博人 たにぐち　ひろひと レオマ高原

16 花岡　秀明 はなおか　ひであき レオマ高原

17 中川　　智 なかがわ　とも レオマ高原

18 三好謙一郎 みよし　けんいちろう レオマ高原

19 堀　　昌典 ほり　まさのり レオマ高原

20 七田　幸治 しちた　こうじ レオマ高原

21 楠本　正志 くすもと　まさし レオマ高原

22 栗林　　良 くりばやし　りょう レオマ高原

1 宮本　耕二 みやもと　こうじ Ｊクラシック

2 山下　利幸 やました　としゆき Ｊクラシック

3 林　　　茂 はやし　しげる Ｊクラシック

4 西内　宏一 にしうち　こういち Ｊクラシック

5 福島　慎也 ふくしま　しんや Ｊクラシック

6 大浦　　一 おおうら　はじむ Ｊクラシック

7 古川惣一朗 ふるかわ　そういちろう Ｊクラシック

8 古川　貴士 ふるかわ　たかし Ｊクラシック

9 平山　昌俊 ひらやま　まさとし Ｊクラシック

10 林　　保志 はやし　やすし Ｊクラシック

1 大浦　秀喜 おおうら　ひでき グランディ

2 多田　誠二 ただ　せいじ グランディ

3 鎌田　幸義 かまだ　ゆきよし グランディ

4 川村　政仁 かわむら　まさひと グランディ

5 木村　剛志 きむら　たけし グランディ

6 松瀬　和廣 まつせ　かずひろ グランディ

7 新居　一郎 にい　いちろう グランディ

8 徳山　敏一 とくやま　としかず グランディ
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