
2020.7.23現在

登録NO 氏名 ふりがな 所属

1 羽生　圭志 はにゅう　けいじ 吉野川

2 粟田　　勝 あわた　まさる 吉野川

3 川端　春雄 かわばた　はるお 吉野川

4 川上　洋明 かわかみ　ひろあき 吉野川

5 梅田　貴文 うめだ　たかぶみ 吉野川

6 白石　裕晃 しらいし　ひろあき 吉野川

7 板東　忠明 ばんどう　ただあき 鳴門CC

8 水主　　勉 みずし　つとむ 鳴門CC

9 宮本　耕二 みやもと　こうじ 鳴門CC

10 幸﨑　唯由 こうさき　ただよし 鳴門CC

11 千原　喜清 ちはら　よしきよ 鳴門CC

12 大西　純二 おおにし　じゅんじ 鳴門CC

13 歯朶尾博明 しだお　ひろあき 鳴門CC

14 望月　徳久 もちづき　のりひさ 鳴門CC

15 中堀　　孝 なかほり　たかし 鳴門CC

16 木村　　猛 きむら　たけし 鳴門CC

17 酒井　　勝 さかい　まさる 鳴門CC

18 伊勢　　恵 いせ　めぐむ 鳴門CC

19 玉垣　　一 たまがき　はじめ 月の宮

20 市岡　　治 いちおか　おさむ 月の宮

21 松田　重信 まつだ　しげのぶ 月の宮

22 近藤　本一 こんどう　ほんいち 月の宮

23 田中　正記 たなか　まさき 月の宮

24 島川　建明 しまかわ　たてあき 月の宮

25 加本　秀明 かもと　ひであき 月の宮

26 篠野　義秀 ささの　よしひで 月の宮

27 小浜　孝彦 こはま　たかひこ 月の宮

28 吉本　昭仁 よしもと　あきひと 月の宮

29 川上　鋭二 かわうえ　えいじ 月の宮

30 板東　雄二 ばんどう　ゆうじ 月の宮

31 坂本　賢司 さかもと　けんじ 御所ＣＣ

32 山田　賢二 やまだ　けんじ 御所ＣＣ

33 吉田　　茂 よしだ　しげる 御所ＣＣ

34 山口　義昭 やまぐち　よしあき 御所ＣＣ

35 小谷　　博 こたに　ひろし 御所ＣＣ

36 谷口　　孝 たにぐち　たかし 御所ＣＣ

37 宮越　秀信 みやこし　ひでのぶ 御所ＣＣ

38 横山　愛明 よこやま　よしあき 御所ＣＣ

39 新見　　功 にいみ　いさお 御所ＣＣ

40 森田　文晴 もりた　ふみはる 御所ＣＣ

41 貞野　昌良 さだの　まさよし 御所ＣＣ

42 松尾　　久 まつお　ひさし 御所ＣＣ

43 浅山　浩一 あさやま　こういち 御所ＣＣ

44 峯本　　智 みねもと　さとる 御所ＣＣ

45 坂田　幹夫 さかた　みきお 眉山ＣＣ

46 岡山　善仁 おかやま　よしひと 眉山ＣＣ

47 蓑手　重夫 みのて　しげお 眉山ＣＣ
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48 瀬川　　晃 せがわ　あきら 眉山ＣＣ

49 新開　秀幸 しんがい　ひでゆき 眉山ＣＣ

50 鎌田　容司 かまだ　ようじ 眉山ＣＣ

51 西　　弘行 にし　ひろゆき 眉山ＣＣ

52 平木　保二 ひらき　やすじ 眉山ＣＣ

53 森　　貴雄 もり　よしお 眉山ＣＣ

54 冨士原正則 ふじわら　まさのり 眉山ＣＣ

55 百木　　稔 ももき　みのる 眉山ＣＣ

56 中山　武昭 なかやま　たけあき 眉山ＣＣ

57 勝浦　隆司 かつうら　たかし 眉山ＣＣ

58 片岡　義夫 かたおか　よしお 眉山ＣＣ

59 坂東　博文 ばんどう　ひろふみ 眉山ＣＣ

60 浜口　洋一 はまぐち　よういち 眉山ＣＣ

61 武市　順一 たけいち　じゅんいち 眉山ＣＣ

62 本田　博史 ほんだ　ひろふみ 四国ＣＣ

63 阿部　輝明 あべ　てるあき 四国ＣＣ

64 太田　善造 おおた　ぜんぞう 四国ＣＣ

65 平野　浩司 ひらの　こうじ 四国ＣＣ

66 藤本　達也 ふじもと　たつや 四国ＣＣ

67 長瀬　敏行 ながせ　としゆき 四国ＣＣ

68 松濤　直良 まつなみ　なおよし 四国ＣＣ

69 落合　一之 おちあい　かずゆき 四国ＣＣ

70 阿部　義弘 あべ　よしひろ 四国ＣＣ

71 藤村　勝利　 ぶじむら　かつとし 四国ＣＣ

72 中野　寒次 なかの　かんじ 四国ＣＣ

73 西谷　文裕 にしたに　ふみひろ 四国ＣＣ

74 富永　清充 とみなが　きよみつ 四国ＣＣ

75 秋山　光夫 あきやま　みつお 西徳島

76 池田　鳴美 いけだ　なるみ 西徳島

77 篠原　　豊 しのはら　ゆたか 西徳島

78 林　　径孝 はやし　みちたか 西徳島

79 永田　良光 ながた　よしてる 西徳島

80 藤川　忠春 ふじかわ　ただはる 西徳島

81 本田　秀信 ほんだ　ひでのぶ 西徳島

82 田村　啓二 たむら　けいじ 西徳島

83 栗林　眞一 くりばやし　しんいち 西徳島

84 國岡　恵治 くにおか　けいじ 西徳島

85 三木　武文 みき　たけふみ 西徳島

86 近藤　浩二 こんどう　こうじ 西徳島

87 笹木　　敏 ささき　さとる 西徳島

88 島田　勝義　 しまだ　かつよし 西徳島

89 福原　義則 ふくはら　よしのり 西徳島

90 古田　浩二 ふるた　こうじ 西徳島

91 佐光　善雅 さこう　よしまさ 西徳島

92 樫尾　一輝 かしお　かずき 西徳島

93 一ノ宮惠敬 いちのみやしげゆき 阿南ＣＣ

94 中西　良一 なかにし　りょういち 阿南ＣＣ

95 石野　光雄 いしの　みつお 阿南ＣＣ

96 石川　幸一 いしかわ　こういち 阿南ＣＣ

97 太田　一成 おおた　かずなり 阿南ＣＣ

98 東條　　孝 とうじょう　たかし 阿南ＣＣ

99 藤本　孝志 ふじもと　たかし 東徳島



100 祖父江達也 そふえ　たつや 東徳島

101 関寺　浩雄 せきでら　ひろお 東徳島

102 畑岡　孝治 はたおか　こうじ 東徳島

103 月岡　靖憲 つきおか　やすのり 東徳島

104 井上　文彰 いのうえ　ふみあき 東徳島

105 片矢寿美男 かたや　すみお 東徳島

106 竹内　泰章 たけうち　やすあき 東徳島

107 藤岡　伸二 ふじおか　しんじ 東徳島

108 津川　雅彦 つがわ　まさひこ 東徳島

109 市川　浩章 いちかわ　ひろあき 東徳島

110 森崎　善人 もりざき　よしひと 東徳島

111 金久　順二 かねきゅう　じゅんじ 東徳島

112 井上　直樹 いのうえ　なおき 東徳島

113 増谷光三郎 ますたにこうざぶろう 東徳島

114 原　　貞雄 はら　さだお 東徳島

115 山本　国治 やまもと　くにはる 東徳島

116 山本　一郎 やまもと　いちろう 東徳島

117 平本　耕一 ひらもと　こういち 東徳島

118 山口　泰範 やまぐち　やすのり 東徳島

119 小林　数誉 こばやし　かずたか 東徳島

120 安藝　通彦 あき　みちひこ 東徳島

121 松原　誠二 まつばら　せいじ 東徳島

122 笠井　俊志 かさい　しゅんじ 東徳島

123 手束　真章 てづか　まさあき 東徳島

124 楠本　正志 くすもと　まさし レオマ高原

125 近藤　克久 こんどう　かつひさ レオマ高原

126 元下　国広 もとした　くにひろ レオマ高原

127 三木　孝美 みき　たかよし レオマ高原

128 佐藤　秀樹 さとう　ひでき レオマ高原

129 三好　　猛 みよし　たけし レオマ高原

130 岸上　賀洋 きしがみ　よしひろ レオマ高原

131 山本　良二 やまもと　りょうじ レオマ高原

132 藤原　啓二 ふじわら　けいじ レオマ高原

133 宮下　雅史 みやした　まさし レオマ高原

134 谷口　博人 たにぐち　ひろひと レオマ高原

135 湯浅　明男 ゆあさ　あきお Ｊクラシック

136 西林　茂樹 にしばやし　しげき Ｊクラシック

137 土肥　雅彦 どい　まさひこ Ｊクラシック

138 大浦　　一 おおうら　はじむ Jクラシック

139 木原　利明 きはら　としあき Ｊクラシック

140 篠原　啓治 しのはら　けいじ Ｊクラシック

141 江上　　均 えがみ　ひとし Jクラシック

142 廣田　智治 ひろた　ともはる Jクラシック

143 髙木　政司 たかぎ　まさし Ｊクラシック

144 平山　昌俊 ひらやま　まさとし Jクラシック

145 山下　利幸 やました　としゆき Ｊクラシック

146 林　　　茂 はやし　しげる Jクラシック

147 三好　敏裕 みよし　としひろ Ｊクラシック

148 岡本　洋明 おかもと　ひろあき Jクラシック

149 浜　　昭造 はま　しょうぞう Ｊクラシック

150 江西　博文 えにし　ひろふみ Jクラシック

151 西内　宏一 にしうち　こういち Ｊクラシック



152 近藤　美郷 こんどう　よしくに Ｊクラシック

153 渡邊　公規 わたなべ　きみのり Jクラシック

154 鎌田　幸義 かまだ　ゆきよし グランディ

155 川村　政仁 かわむら　まさひと グランディ

156 新居　一郎 にい　いちろう グランディ

157 大浦　秀喜 おおうら　ひでき グランディ

158 徳山　敏一 とくやま　としかず グランディ

159 丸山　博信 まるやま　ひろのぶ グランディ


