
2020.08.19 12時現在
登録NO 氏名 ふりがな 所属

1 八阪　信樹 やさか のぶき 吉野川
2 成木　慎治 なるき しんじ 吉野川
3 安喜　正満 あき まさみつ 吉野川
4 白石　裕晃 しらいし ひろあき 吉野川
5 歯朶尾博明 しだお ひろあき 鳴⾨ＣＣ
6 板東　忠明 ばんどう ただあき 鳴⾨ＣＣ
7 山口　稔直 やまぐち としなお 鳴⾨ＣＣ
8 千原　喜清 ちはら よしきよ 鳴⾨ＣＣ
9 大西　純二 おおにし じゅんじ 鳴⾨ＣＣ

10 鎌田　昌直 かまだ まさなお 鳴⾨ＣＣ
11 北條　義久 ほうじょう よしひさ 鳴⾨ＣＣ
12 阿部　雅史 あべ まさふみ 鳴⾨ＣＣ
13 三居　　誠 みい まこと 鳴⾨ＣＣ
14 望月　徳久 もちづき のりひさ 鳴⾨ＣＣ
15 宮本　耕二 みやもと こうじ 鳴⾨ＣＣ
16 酒井　　勝 さかい まさる 鳴⾨ＣＣ
17 稲岡　拓郎 いなおか たくろう ⽉の宮
18 田中　正記 たなか まさき ⽉の宮
19 出口　智也 でぐち ともや ⽉の宮
20 中川　憲一 なかがわ けんいち ⽉の宮
21 水主　達也 みずし たつや ⽉の宮
22 露田　一翔 つゆだ はやと ⽉の宮
23 山口　吉彦 やまぐち よしひこ ⽉の宮
24 藤本　悠貴 ふじもと ゆうき ⽉の宮
25 堀井　俊佑 ほりい しゅんすけ ⽉の宮
26 柳田　英記 やなぎだ ひでき 御所ＣＣ
27 宮越　秀信 みやこし ひでのぶ 御所ＣＣ
28 吉岡　俊行 よしおか としゆき 御所ＣＣ
29 播田　　寛 はりた ひろし 御所ＣＣ
30 丸山　幸二 まるやま こうじ 御所ＣＣ
31 瀬戸　威志 せと たけし 御所ＣＣ
32 村上　正師 むらかみ まさし 御所ＣＣ
33 岡本　崇志 おかもと たかし 御所ＣＣ
34 岡本　浩希 おかもと ひろき 御所ＣＣ
35 小野寺秀樹 おのでら ひでき 眉⼭ＣＣ
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36 坂田　幹夫 さかた みきお 眉⼭ＣＣ
37 岡山　恭大● おかやま やすひろ 眉⼭ＣＣ
38 百木　　稔 ももき みのる 眉⼭ＣＣ
39 新開　秀幸 しんがい ひでゆき 眉⼭ＣＣ
40 出島　伸也 でじま しんや 眉⼭ＣＣ
41 増原　滋久 でじま しげひさ 眉⼭ＣＣ
42 中川　真弘 なかがわ まさひろ 眉⼭ＣＣ
43 高橋　伸輔 たかはし しんすけ 眉⼭ＣＣ
44 藤本　達也 ふじもと たつや 四国ＣＣ
45 山下　伸二 やました しんじ 四国ＣＣ
46 太田　善造 おおた ぜんぞう 四国ＣＣ
47 安友　秀明 やすとも ひであき 四国ＣＣ
48 阿部　義弘 あべ よしひろ 四国ＣＣ
49 石﨑　　岳 いしざき がく 四国ＣＣ
50 清水　　匠 しみず たくみ 四国ＣＣ
51 藤本　直樹 ふじもと なおき 四国ＣＣ
52 板東　　伸 ばんどう しん 四国ＣＣ
53 佐藤　忠則 さとう ただのり ⻄徳島
54 明石　光由 あかいし みつよし ⻄徳島
55 金山　誉典 かなやま たかのり ⻄徳島
56 國見　真一 くにみ しんいち ⻄徳島
57 山本　真之 やまもと まさゆき ⻄徳島
58 近藤　浩二 こんどう こうじ ⻄徳島
59 後藤田賀博 ごとうだ よしひろ ⻄徳島
60 稲岡　明人 いなおか あきと ⻄徳島
61 森本　直秀 もりもと ただひで ⻄徳島
62 尾崎　竜二● おざき りゅうじ 阿南ＣＣ
63 石川　幸一 いしかわ こういち 阿南ＣＣ
64 大西　勝也 おおにし かつや 阿南ＣＣ
65 立田　直行 たつた なおゆき 阿南ＣＣ
66 太田　一成 おおた かずなり 阿南ＣＣ
67 立田　仁哉 たつた じんや 阿南ＣＣ
68 一ノ宮惠敬 いちのみやしげゆき 阿南ＣＣ
69 逢坂　宜孝 おおさか のりたか 東徳島
70 木内　保太 きうち やすひろ 東徳島
71 森　　俊治 もり としはる 東徳島
72 原　　貞雄 はら さだお 東徳島
73 小林　数誉 こばやし かずたか 東徳島
74 東道　和仁 ひがしみちかずひと 東徳島
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75 都　　英樹 みやこ ひでき 東徳島
76 増井　義治 ますい よしはる 東徳島
77 坂東　大貴 ばんどう ともたか 東徳島
78 福島　洋志 ふくしま ようじ 東徳島
79 髙橋　靖士 たかはし やすし 東徳島
80 松田　　敦 まつだ あつし 東徳島
81 楠本　正志 くすもと まさし レオマ⾼原
82 三好　　猛 みよし たけし レオマ⾼原
83 古林　敬介 こばやし けいすけ レオマ⾼原
84 西谷　英昭 にしたに ひであき レオマ⾼原
85 古川　貴士 ふるかわ たかし Jクラシック
86 後藤　寛司 ごとう かんじ グランディ
87 多田　誠二 ただ せいじ グランディ
88 木村　剛志 きむら たけし グランディ
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