
１０月１３日競技エントリーリスト
NO 氏名 ふりがな 所属
1 坂田　幹夫 さかた　みきお 徳島くろちゃん
2 真井　純一 まない　じゅんいち 徳島くろちゃん
3 山口　義昭 やまぐち　よしあき 徳島くろちゃん
4 岡　　繁幸 おか　しげゆき 徳島くろちゃん
5 田中　寛治 たなか　かんじ 北島マスターズ
6 樋口　健二 ひぐち　けんじ 北島マスターズ
7 村上　修三 むらかみ　しゅうぞう 北島マスターズ
8 志摩　輝夫 しま　てるお 北島マスターズ
9 吉田　秀人 よしだ　ひでと 徳島城北やんぐA
10 月岡　靖憲 つきおか　やすのり 徳島城北やんぐA
11 原　　貞雄 はら　さだお 徳島城北やんぐA
12 吉田　正治 よしだ　まさはる 徳島城北やんぐA
13 篠野　義秀 ささの　よしひで チーム ササノ
14 谷　　マサヨ たに　まさよ チーム ササノ
15 藤原　洋子 ふじわら　ようこ チーム ササノ
16 中川　紋子 なかがわ　もんこ チーム ササノ
17 芥川　輝幸 あくたがわ　てるゆき 美くら
18 河野　武夫 かわの　たけお 美くら
19 平間久美子 ひらま　くみこ 美くら
20 藤原　武志 ふじわら　たけし 美くら
21 岡⻄　美和 おかにし　よしかず 阿波林１５
22 大塚　明廣 おおつか　あきひろ 阿波林１５
23 川端　康夫 かわばた　やすお 阿波林１５
24 大塚　武志 おおつか　たけし 阿波林１５
25 松本　信生 まつもと　のぶお mima uuc
26 大石　茂信 おおいし　しげのぶ mima uuc
27 中尾　　忍 なかお　しのぶ mima uuc
28 佐藤亜佳子 さとう　あかね mima uuc
29 ⻘⽊　由治 あおき　よしはる 三好五月ケ丘
30 近藤協一郎 こんどうきょういちろう 三好五月ケ丘
31 曽我部和幸 そがべ　かずゆき 三好五月ケ丘
32 佐藤　秀樹 さとう　ひでき 三好五月ケ丘
33 岸上　賀洋 きしがみ　よしひろ 三好市まーくん
34 赤堀　誠司 あかほり　せいじ 三好市まーくん
35 国⾦　純生 くにかね　すみお 三好市まーくん
36 真鍋　達男 まなべ　たつお 三好市まーくん
37 勝本　恭弘 かつもと　やすひろ 徳島オールドボーイズ
38 小谷　　昇 こたに　のぼる 徳島オールドボーイズ
39 小倉　巨宜 おぐら　ひろたか 徳島オールドボーイズ
40 森尾　永一 もりお　えいいち 徳島オールドボーイズ
41 谷口　忠孝 たにぐち　ただたか 風流海部
42 郡⼾　聖⾏ ぐんど　まさゆき 風流海部
43 平間　正浩 ひらま　まさひろ 風流海部
44 石野　光雄 いしの　みつお 風流海部
45 高田　俊彦 たかた　としひこ なかちゃん阿南
46 和田　健秀 わだ　たけひで なかちゃん阿南
47 篠田　義浩 しのだ　よしひろ なかちゃん阿南



48 久積⽵二郎 ひさずみたけじろう なかちゃん阿南
49 敷田　芳郎 しきた　よしろう アモーレ名⻄
50 高橋　博義 たかはし　ひろよし アモーレ名⻄
51 庄形　哲治 しょうがた　てつじ アモーレ名⻄
52 細井　成富 ほそい　しげとみ アモーレ名⻄
53 樫尾　一輝 かしお　かずき 土柱クラブ
54 武澤　義文 たけざわ　よしふみ 土柱クラブ
55 小山　　稔 こやま　みのる 土柱クラブ
56 佐藤　　豊 さとう　ゆたか 土柱クラブ
57 中⻄　良一 なかにし　りょういち 阿南かめの子
58 清水　和明 しみず　かずあき 阿南かめの子
59 平野　　均 ひらの　つとむ 阿南かめの子
60 中⻄　　薫 なかにし　かおる 阿南かめの子
61 池本　　巧 いけもと　たくみ 徳島TEAM沖の洲
62 仁⽊　寛治 にき　かんじ 徳島TEAM沖の洲
63 市岡　　治 いちおか　おさむ 徳島TEAM沖の洲
64 増谷光三郎 ますたにこうざぶろう 徳島TEAM沖の洲
65 藤村　正信 ふじむら　まさのぶ 美馬A
66 秋山　光夫 あきやま　みつお 美馬A
67 篠原　　豊 しのはら　ゆたか 美馬A
68 本田　秀信 ほんだ　ひでのぶ 美馬A
69 永松　広恵 ながまつ　ひろえ 徳島撫子四姉妹
70 三好千佳代 みよし　ちかよ 徳島撫子四姉妹
71 高田　郁江 たかた　ふみえ 徳島撫子四姉妹
72 清水　　恵 しみず　めぐみ 徳島撫子四姉妹

補欠 桑野　元良 くわの　もとよし 徳島くろちゃん
補欠 ⿅子　恭志 かのこ　たかし 徳島城北やんぐA
補欠 阿部　英昭 あべ　ひであき チーム ササノ
補欠 原田　雅芳 はらだ　まさよし 美くら
補欠 河原　平和 かわはら　へいわ 阿波林１５
補欠 細井　義勝 ほそい　よしかつ 阿波林１５
補欠 大石　菜未 おおいし　なみ mima uuc
補欠 甲斐　宏司 かい　こうじ mima uuc
補欠 谷口　博人 たにぐち　ひろと 三好五月ケ丘
補欠 近藤武⼗郎 こんどうたけじゅうろう 三好市まーくん
補欠 岡本　光正 おかもと　みつまさ 三好市まーくん
補欠 野田　和彦 のだ　かずひこ 風流海部
補欠 ⿊岩亜希子 くろいわあきこ 風流海部
補欠 島本　　博 しまもと　ひろし なかちゃん阿南
補欠 高橋　静代 たかはし　しずよ アモーレ名⻄
補欠 手塚　信司 てづか　しんじ 徳島TEAM沖の洲
補欠 夷⻲　邦廣 いき　くにひろ 徳島TEAM沖の洲
補欠 岩本　武司 いわもと　たけし 美馬A
補欠 藤川　忠春 ふじかわ　ただはる 美馬A



１０月14日競技エントリーリスト
NO 氏名 ふりがな 所属
1 近藤　本一 こんどう　ほんいち あすたむ板野
2 原　　圭二 はら　けいじ あすたむ板野
3 吉田　　茂 よしだ　しげる あすたむ板野
4 加本　秀明 かもと　ひであき あすたむ板野
5 松村　富栄 まつむら　とみえ 徳島昭和平成令和X
6 高橋　雅汎 たかはし　まさひろ 徳島昭和平成令和X
7 新開　秀幸 しんがい　ひでゆき 徳島昭和平成令和X
8 宇城真由美 うじろ　まゆみ 徳島昭和平成令和X
9 片岡　義男 かたおか　よしお なかよし勝浦
10 久⽊　喜仁 くき　よしひと なかよし勝浦
11 ⻄　　弘⾏ にし　ひろゆき なかよし勝浦
12 鶴居奈緒美 つるい　なおみ なかよし勝浦
13 福本　茂⾏ ふくもと　しげゆき 徳島影丸クラブ
14 栗栖　博機 くりす　ひろき 徳島影丸クラブ
15 前山　暎二 まえやま　えいじ 徳島影丸クラブ
16 玉垣　　一 たまがき　はじめ 徳島影丸クラブ
17 安芸　通彦 あき　みちひこ アンバランス
18 中山　武昭 なかやま　たけあき アンバランス
19 大野　美和 おおの　みわ アンバランス
20 百⽊　　稔 ももき　みのる アンバランス
21 篠原　啓二 しのはら　けいじ スタートアップ
22 山本　一郎 やまもと　いちろう スタートアップ
23 浅野　仁志 あさの　ひとし スタートアップ
24 武市　一男 たけいち　かずお スタートアップ
25 澤野　隆雄 さわの　たかお 徳島ライジングサンズ
26 峯本　　智 みねもと　さとる 徳島ライジングサンズ
27 宮越　秀信 みやこし　ひでのぶ 徳島ライジングサンズ
28 太田　一成 おおた　かずなり 徳島ライジングサンズ
29 元下　国広 もとした　くにひろ レッツゴー三好
30 楠本　正志 くすもと　まさし レッツゴー三好
31 藤原　啓二 ふじわら　けいじ レッツゴー三好
32 山本　良二 やまもと　りょうじ レッツゴー三好
33 藤岡　伸二 ふじおか　しんじ 吉野川なすびーず
34 三好　敏裕 みよし　としひろ 吉野川なすびーず
35 小山　幸男 こやま　ゆきお 吉野川なすびーず
36 市川　浩章 いちかわ　ひろあき 吉野川なすびーず
37 川田恵美子 かわた　えみこ 阿南ひまわり
38 ⽴田　　学 たつた　まなぶ 阿南ひまわり
39 四宮　正美 しのみや　まさみ 阿南ひまわり
40 勝瀬　英雄 かつせ　ひでお 阿南ひまわり
41 石井　美穂 いしい　みほ 徳島ゴルフガールズ
42 田中　寿子 たなか　としこ 徳島ゴルフガールズ
43 細川　瑠美 ほそかわ　るみ 徳島ゴルフガールズ
44 細束　奈美 ほそづか　なみ 徳島ゴルフガールズ
45 中岡　昌美 なかおか　まさみ 三好丸
46 井下　孝雄 いのした　たかお 三好丸
47 ⻄村　　裕 にしむら　ひろし 三好丸



48 槙山知恵子 まきやま　ちえこ 三好丸
49 田村　哲也 たむら　てつや 三好郡A
50 藤村　勝利 ふじむら　かつとし 三好郡A
51 大⻄　　勉 おおにし　つとむ 三好郡A
52 久原　孝子 くはら　たかこ 三好郡A
53 小角　隆司 こすみ　たかし 三好郡B
54 岩本　博文 いわもと　ひろふみ 三好郡B
55 松下　広己 まつした　ひろみ 三好郡B
56 ⻄尾百合子 にしお　ゆりこ 三好郡B
57 小林　数誉 こばやし　かずたか チーム初陣・徳島
58 落合　一之 おちあい　かずゆき チーム初陣・徳島
59 東道　和仁 ひがしみちかずひと チーム初陣・徳島
60 速水　尚子 はやみ　なおこ チーム初陣・徳島
61 藤井　廣計 ふじい　ひろかず 名⻄なに四天王
62 野中　保男 のなか　やすお 名⻄なに四天王
63 乾　　浩章 いぬい　ひろあき 名⻄なに四天王
64 土肥　雅彦 どい　まさひこ 名⻄なに四天王
65 幸﨑　唯由 こうざき　ただよし 徳島ヒーローズ
66 大植　好⾏ おおうえ　よしゆき 徳島ヒーローズ
67 横山　愛明 よこやま　ひろあき 徳島ヒーローズ
68 以⻄　和彦 いさい　かずひこ 徳島ヒーローズ
69 笠井　俊志 かさい　しゅんじ 吉野川EAST
70 川村　政仁 かわむら　まさひと 吉野川EAST
71 阿部　義弘 あべ　よしひろ 吉野川EAST
72 樋渡ルリ子 ひわたり　るりこ 吉野川EAST

補欠 羽生　圭志 はにゅう　けいじ 徳島ライジングサンズ
補欠 津川　雅彦 つがわ　まさひこ 吉野川なすびーず
補欠 大島とも子 おおしま　ともこ 吉野川なすびーず
補欠 大津　守寛 おおつ　もりひろ 阿南ひまわり
補欠 泊　　源啓 とまり　もとひろ 阿南ひまわり
補欠 ⽊下　祐子 きのした　ゆうこ 三好丸
補欠 岸本　文明 きしもと　ふみあき 三好郡A
補欠 ⻄谷　文裕 にしたに　ふみひろ 三好郡B
補欠 久米　伸一 くめ　しんいち 名⻄なに四天王
補欠 滝口　興子 たきぐち　きょうこ 徳島ヒーローズ
補欠 田村　親公 たむら　ちかひろ 吉野川EAST
補欠 平山　昌俊 ひらやま　まさとし 吉野川EAST


