
ゼッケン 鬼脚認定番号 氏　　名 ふ　り　が　な 性別 住所

SS-199 1 小橋　洋二 こばし　ようじ 男 香川県

SS-034 2 登坂　敦志 とさか あつし 男 徳島県

SS-103 3 藤本　祐基 ふじもと　ゆうき 男 香川県

SS-074 4 行成　勲 ゆきなり いさお 男 香川県

SS-200 5 村川　高潔 むらかわ　たかゆき 男 香川県

SS-122 6 田中　博明 たなか ひろあき 男 香川県

SS-003 7 川上　雄二 かわかみ ゆうじ 男 徳島県

SS-174 8 宮脇　迅 みやわき じん 男 広島県

SS-090 9 金澤　伸二 かなざわ しんじ 男 徳島県

SS-046 10 白川　倫史 しらかわ　ともふみ 男 香川県

SS-032 11 玉乃井　誠 たまのい まこと 男 愛媛県

SS-050 12 岸　和彦 きし かずひこ 男 徳島県

SS-001 13 福野　天 ふくの ひろし 男 徳島県

SS-066 14 宇山　政宏 うやま まさひろ 男 香川県

SS-012 15 好竹　政之 よしたけ まさゆき 男 愛媛県

SS-048 16 横田　太一 よこた たいち 男 香川県

SS-002 17 松浦　潤 まつうら じゅん 男 大阪府

SS-009 18 鶴谷　信之 つるたに のぶゆき 男 大阪府

SS-194 19 山林　宏行 やまばやし　ひろゆき 男 愛媛県

SS-196 20 廣勢　翔太 ひろせ　しょうた 男 愛媛県

SS-188 21 新居　昌彦 にい　まさひこ 男 愛媛県

SS-069 22 三木　聖也 みき　せいや 男 徳島県

SS-193 23 鈴木　博宣 すずき　ひろのぶ 男 愛媛県

SS-191 24 山本　兼資 やまもと　かずよし 男 愛媛県

SS-195 25 徳永　祥人 とくなが　よしと 男 愛媛県

SS-197 26 伊藤　和彦 いとう　かずひこ 男 愛媛県

SS-198 27 伊藤　佳郎 いとう　よしお 男 愛媛県

SS-092 28 西野　雅文 にしの まさふみ 男 徳島県

SS-022 29 中浦　和浩 なかうら かずひろ 男 徳島県

SS-070 30 小関　寛 こせき ひろし 男 広島県

SS-024 31 村上　一夫 むらかみ かずお 男 徳島県

SS-040 32 筒井　幸太 つつい こうた 男 徳島県

SS-171 33 小川　泰弘 おがわ　やすひろ 男 香川県

SS-141 34 星川　晃久 ほしかわ　あきひさ 男 香川県

SS-124 35 込山　卓郎 こみやま たくろう 男 香川県

SS-072 36 篠原　政希 しのはら　まさき 男 香川県

SS-094 37 面谷　俊光 おもたに としみつ 男 広島県

SS-095 38 伊藤　雅徳 いとう まさのり 男 広島県

SS-004 39 岡澤　正樹 おかざわ まさき 男 徳島県

SS-182 40 中川　喜夫 なかがわ　よしお 男 愛媛県

SS-104 41 斎藤　浩昭 さいとう ひろあき 男 愛媛県

SS-190 42 高橋　勇登 たかはし　いさと 男 愛媛県

SS-075 43 田中　創一郎 たなか そういちろう 男 奈良県

SS-147 44 植松　克裕 うえまつ　かつひろ 男 香川県

SS-063 45 谷本　聖二 たにもと　しょうじ 男 香川県

SS-160 46 宮脇　郁也 みやわき いくや 男 香川県

SS-007 47 苅谷　寿夫 かりや ひさお 男 愛媛県

SS-060 48 藤久　修一 ふじひさ　しゅういち 男 香川県

SS-144 49 井元　直樹 いもと なおき 男 香川県

SS-061 50 眞鍋　光太朗 まなべ　こうたろう 男 香川県
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ゼッケン 鬼脚認定番号 氏　　名 ふ　り　が　な 性別 住所

SS-129 51 池田　慎太郎 いけだ しんたろう 男 愛媛県

SS-005 52 三好　宏和 みよし ひろかず 男 徳島県

SS-035 53 山本　太一 やまもと たいち 男 愛媛県

SS-130 54 山川　拓哉 やまかわ たくや 男 徳島県

SS-102 55 乘松　洋司 のりまつ ひろし 男 千葉県

SS-028 56 桝田　長史 ますだ ながふみ 男 兵庫県

SS-029 57 荻野　真理子 おぎの まりこ 女 兵庫県

SS-114 58 太田　匡彦 おおた まさひこ 男 東京都

SS-083 59 三宅　信寿 みやけ　のぶひさ 男 香川県

SS-084 60 佐藤　雅士 さとう まさし 男 徳島県

SS-184 61 井川　達也 いかわ　たつや 男 愛媛県

SS-134 62 大西　弘志 おおにし ひろし 男 徳島県

SS-170 63 新居　英二 にい えいじ 男 大阪府

SS-109 64 小林　範雄 こばやし のりお 男 愛媛県

SS-166 65 尾形　和雄 おがた かずお 男 徳島県

SS-143 66 今井　昌紀 いまい まさのり 男 香川県

SS-145 67 森山　公治 もりやま こうじ 男 香川県

SS-079 68 清水　敏彦 しみず としひこ 男 徳島県

SS-071 69 牧谷　秀之 まきたに ひでゆき 男 東京都

SS-128 70 武村　貴行 たけむら たかゆき 男 大阪府

SS-155 71 宮山　恒成 みややま こうせい 男 埼玉県

SS-156 72 宮山　緑 みややま みどり 女 埼玉県

SS-052 73 徳永　満 とくなが みつる 男 愛媛県

SS-187 74 南條　弘幸 なんじょう　ひろゆき 男 愛媛県

SS-126 75 園田　武司 そのだ たけし 男 徳島県

SS-135 76 堀江　謙一 ほりえ　けんいち 男 徳島県

SS-068 77 多田　利文 ただ　としふみ 男 徳島県

SS-146 78 中西　雅之 なかにし まさゆき 男 愛媛県

SS-148 79 水谷　康明 みずたに やすあき 男 愛知県

SS-154 80 今泉　貴志 いまいずみ たかし 男 愛知県

SS-153 81 竹田　正史 たけだ まさし 男 大阪府

SS-157 82 大島　康徳 おおしま　やすのり 男 大阪府

SS-136 83 大塚　真 おおつか まこと 男 兵庫県

SS-014 84 吉田　淳 よしだ じゅん 男 佐賀県

SS-113 85 今市　将人 いまいち　まさと 男 兵庫県

SS-096 86 堀口　源二郎 ほりぐち げんじろう 男 大阪府

SS-045 87 細川　信治 ほそかわ しんじ 男 香川県

SS-054 88 佐藤　真一 さとう しんいち 男 徳島県

SS-055 89 明比　孝裕 あけひ たかひろ 男 愛媛県

SS-006 90 島田リョウセイ しまだ　りょうせい 男 徳島県

SS-080 91 山中　隆正 やまなか たかまさ 男 高知県

SS-093 92 丸山　憲志 まるやま　けんじ 男 徳島県

SS-202 93 近藤　博之 こんどう ひろゆき 男 徳島県

SS-178 94 片山　大樹 かたやま　だいき 男 愛媛県

SS-206 95 荒田　輝 あらた　かがやき 男 兵庫県

SS-208 96 山本　裕章 やまもと　ひろあき 男 兵庫県

SS-207 97 田中　孝幸 たなか　たかゆき 男 兵庫県

SS-044 98 瀬野　洋平 せの　ようへい 男 徳島県

SS-133 99 鳴嶋　英雄 なるしま　ひでお 男 東京都

SS-176 100 池浦　憲朋 いけうら　のりとも 男 愛媛県



ゼッケン 鬼脚認定番号 氏　　名 ふ　り　が　な 性別 住所

SS-089 101 平見　真里 ひらみ まり 女 香川県

SS-042 102 来田　憲和 きた のりかず 男 兵庫県

SS-087 103 佐藤　伸次 さとう しんじ 男 徳島県

SS-067 104 岩崎　建 いわさき たける 男 香川県

SS-041 105 森　諭 もり さとし 男 兵庫県

SS-119 106 行広　崇稔 ゆきひろ たかとし 男 広島県

SS-076 107 筒井　浩平 つつい こうへい 男 愛媛県

SS-168 108 蛭子　貴司 えびす たかし 男 徳島県

SS-098 109 答島　豊 こたじま ゆたか 男 徳島県

SS-019 110 鈴木　広光 すずき ひろみつ 男 奈良県

SS-150 111 片桐　大輔 かたぎり　だいすけ 男 愛媛県

SS-086 112 鰐渕　尚平 わにぶち　しょうへい 男 大阪府

SS-149 113 梅野　昭仁 うめの あきひと 男 香川県

SS-167 114 渋谷　典人 しぶや のりと 男 香川県

SS-097 115 田中　郁人 たなか いくと 男 香川県

SS-209 116 新井　肇隆 あらい としたか 男 兵庫県

SS-082 117 三野　啓二 みの けいじ 男 香川県

SS-088 118 鈴木　雅人 すずき まさと 男 徳島県

SS-110 119 井川　立 いかわ りつ 男 愛媛県

SS-185 120 久保田　省 くぼた　しょう 男 愛媛県

SS-018 121 片岡　克彦 かたおか　かつひこ 男 高知県

SS-023 122 佐藤　品朋 さとう かずとも 男 高知県

SS-062 123 岡部　嘉照 おかべ よしてる 男 高知県

SS-105 124 山本　智浩 やまもと ともひろ 男 愛媛県

SS-033 125 酒井　芳明 さかい よしあき 男 徳島県

SS-064 126 古津　忠雄 ふるつ　ただお 男 兵庫県

SS-021 127 竹本　健二 たけもと けんじ 男 高知県

SS-151 128 今西　英雄 いまにし ひでお 男 愛媛県

SS-085 129 池森　明 いけもり あきら 男 徳島県

SS-047 130 山崎　眞一 やまさき　しんいち 男 徳島県


