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JTU
登録地

住友 敏明

1801 豊田 真司 男性 19 学生連合

1802 鎌野 渓太 男性 20 学生連合

1803 濱野 晃圭 男性 20 兵庫県

1804 藤井 嵩大 男性 20 学生連合

1805 丸小野 永寿 男性 20 学生連合

1806 宮本 恒平 男性 20 学生連合

1807 池辺 雄紀 男性 21 大阪府

1808 熊井 康 男性 21 徳島県

1809 坂本 良亮 男性 21 大阪府

1810 佐藤 壮一朗 男性 21 学生連合

1811 塚本 航平 男性 21 岡山県

1812 正下 文太郎 男性 21 学生連合

1813 松浦 達也 男性 21 広島県

1814 高橋 颯太朗 男性 22 神奈川県

1815 谷脇 翼 男性 22 学生連合

1816 藤原 靖士 男性 22 学生連合

1817 松井 義文 男性 22 岡山県

1818 石田 有樹 男性 23 学生連合

1819 児島 瑞基 男性 23 学生連合

1820 坂井 隆志 男性 23 高知県

1821 西田 優也 男性 23 兵庫県

1822 部谷 遼平 男性 23 京都府

1823 美里 泰蔵 男性 23 学生連合

1824 岩井 蓮太 男性 24 兵庫県

1825 坂口 直人 男性 24 和歌山県

1826 村田 賢太郎 男性 24 東京都

2501 浅妻 尚文 男性 25 大阪府

2502 大西 航平 男性 25 大阪府

2503 大野 慎太朗 男性 25 大阪府

2504 立溝 正樹 男性 25 徳島県

2505 平尾 良太 男性 25 愛知県

2506 米澤 知晃 男性 25 大阪府

2507 荒尾 康平 男性 26 大阪府

2508 宇高 裕喜 男性 26 岡山県

2509 山口 直希 男性 26 兵庫県

2510 岡田 貴行 男性 27 東京都

2511 木下 卓也 男性 27 鳥取県

2512 宇崎 啓太 男性 28 兵庫県
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2513 大林 剛 男性 28 香川県

2514 奥村 圭大 男性 28 大阪府

2515 最田 誉三 男性 28 大阪府

2516 長野 京介 男性 28 三重県

2517 前川 俊也 男性 28 大阪府

2518 松崎 通弘 男性 28 京都府

2519 井上 裕馬 男性 29 山口県

2520 北岡 知也 男性 29 徳島県

2521 鈴栄 将功 男性 29 大阪府

2522 武田 貴志 男性 29 徳島県

2523 谷口 正樹 男性 29 徳島県

2524 中嶋 亮太 男性 29 愛知県

2525 脇谷 晃平 男性 29 兵庫県

3001 岡久 洋平 男性 30 徳島県

3002 佐藤 悠介 男性 30 兵庫県

3003 福留 弘康 男性 30 高知県

3004 松井 裕樹 男性 30 奈良県

3005 松井 宏樹 男性 30 大阪府

3006 山下 健人 男性 30 兵庫県

3007 秋田 祐輔 男性 31 兵庫県

3008 東 達也 男性 31 兵庫県

3009 今野 惇 男性 31 大阪府

3010 大野 友希 男性 31 兵庫県

3011 谷川 健吾 男性 31 大阪府

3012 長田 裕史 男性 31 千葉県

3013 中橋 秀明 男性 31 香川県

3014 宮長 篤志 男性 31 兵庫県

3015 安福 洋徳 男性 31 大阪府

3016 米澤 友貴 男性 31 大阪府

3017 内山 達也 男性 32 大阪府

3018 岸原 知也 男性 32 大阪府

3019 小谷 陸馬 男性 32 大阪府

3020 静井 章朗 男性 32 神奈川県

3021 新林 和樹 男性 32 兵庫県

3022 堤 清悟 男性 32 大阪府

3023 中部 翔五 男性 32 兵庫県

3024 西岡 優 男性 32 徳島県

3025 松田 亮平 男性 32 東京都

3026 見月 直幸 男性 32 徳島県

3027 宮下 裕樹 男性 32 愛知県

3028 安田 正輝 男性 32 徳島県

3029 後村 大祐 男性 33 群馬県

3030 磯田 明宏 男性 33 徳島県

3031 礒部 竹時 男性 33 シンガポール

3032 桂 大輔 男性 33 兵庫県

3033 富岡 陽介 男性 33 大阪府

3034 西尾 年弘 男性 33 徳島県

3035 丸尾 公貞 男性 33 愛媛県

3036 宮本 啓太郎 男性 33 香川県

3037 村中 大輔 男性 33 京都府

3038 山本 幸平 男性 33 栃木県

3039 吉田 直樹 男性 33 大阪府

3040 石崎 渉 男性 34 大阪府

3041 岡本 誠司 男性 34 広島県

3042 黒崎 文吾 男性 34 大阪府

3043 椙下 翔太 男性 34 大阪府



3044 高橋 恵太 男性 34 兵庫県

3045 長屋 陵佑 男性 34 大阪府

3046 星川 征大 男性 34 愛媛県

3047 渡邊 健 男性 34 徳島県

3501 稲嶺 圭一 男性 35 兵庫県

3502 菊谷 浩司 男性 35 岐阜県

3503 金原 匡利 男性 35 静岡県

3504 江田 直樹 男性 35 大阪府

3505 佐治 修吾 男性 35 大阪府

3506 澤 孝太郎 男性 35 大阪府

3507 樽井 俊晴 男性 35 大阪府

3508 福地 智 男性 35 静岡県

3509 青葉 洋明 男性 36 兵庫県

3510 池田 憲史 男性 36 兵庫県

3511 上村 大輔 男性 36 兵庫県

3512 岡本 浩一 男性 36 大阪府

3513 柏木 佳之 男性 36 兵庫県

駒野 悠太

3515 高野 祥 男性 36 兵庫県

3516 中村 和臣 男性 36 大分県

3517 野中 明 男性 36 大阪府

3518 堀江 謙一 男性 36 徳島県

3519 矢田 圭吾 男性 36 徳島県

3520 谷内 圭一郎 男性 36 兵庫県

3521 吉本 康匡 男性 36 兵庫県

3522 伊勢 浩一 男性 37 徳島県

3523 今井 一喜 男性 37 大阪府

3524 梅谷 安雄 男性 37 兵庫県

3525 大本 和樹 男性 37 愛媛県

3526 鎌田 鉄也 男性 37 愛媛県

3527 後藤 陽平 男性 37 兵庫県

3528 小柳 智裕 男性 37 大阪府

3529 近藤 浩行 男性 37 徳島県

3530 濱本 悠人 男性 37 東京都

3531 平井 孝史 男性 37 徳島県

3532 藤田 洋平 男性 37 静岡県

3533 藤村 泰之 男性 37 徳島県

3534 松本 具樹 男性 37 大阪府

3535 山本 昌孝 男性 37 神奈川県

3536 宇谷 光貴 男性 38 兵庫県

3537 奥野 浩之 男性 38 大阪府

3538 坂田 陽介 男性 38 徳島県

3539 辻 巨樹 男性 38 大阪府

3540 渡井口 和豪 男性 38 徳島県

3541 野口 克彦 男性 38 愛知県

3542 吉田 炳浩 男性 38 兵庫県

3543 今井 松兼 男性 39 東京都

3544 大地 高規 男性 39 徳島県

3545 四宮 俊生 男性 39 徳島県

3546 白石 正行 男性 39 兵庫県

3547 竹内 義夫 男性 39 兵庫県

3548 土田 洋平 男性 39 岐阜県

3549 東條 俊二郎 男性 39 東京都

3550 中川 直 男性 39 京都府

3551 中村 烈 男性 39 兵庫県

3514 男性
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3552 前西 靖啓 男性 39 大阪府

3553 山西 基嗣 男性 39 大阪府

3554 山本 浩也 男性 39 京都府

3555 吉田 治訓 男性 39 大阪府

3556 吉本 和輝 男性 39 京都府

4001 安達 純也 男性 40 京都府

4002 池田 宗晃 男性 40 兵庫県

4003 井上 洋平 男性 40 徳島県

4004 岡久 統映 男性 40 徳島県

4005 亀井 宣人 男性 40 大阪府

4006 小坂 文昭 男性 40 兵庫県

4007 近藤 祐介 男性 40 徳島県

4008 佐々木 隆次 男性 40 徳島県

4009 嶋岡 裕史 男性 40 大阪府

4010 鈴田 晃史 男性 40 徳島県

4011 高橋 隆二 男性 40 広島県

4012 武輪 和慶 男性 40 大阪府

4013 永田 昌平 男性 40 兵庫県

4014 布谷 一樹 男性 40 兵庫県

4015 平垣 賢祐 男性 40 大阪府

4016 松二 恵介 男性 40 徳島県

4017 松本 昌士 男性 40 大阪府

4018 安井 大吉 男性 40 栃木県

4019 横山 裕司 男性 40 徳島県

4020 天野 貴文 男性 41 徳島県

4021 岩本 健志 男性 41 大阪府

4022 菅 英雄 男性 41 愛媛県

4023 佐藤 雅敏 男性 41 岡山県

4024 島 久善 男性 41 徳島県

4025 村上 幸宏 男性 41 大阪府

4026 森下 功一 男性 41 大阪府

4027 矢三 歩 男性 41 香川県

4028 山城 佑介 男性 41 大阪府

4029 山中 高志 男性 41 徳島県

4030 吉田 涼二 男性 41 三重県

4031 渡辺 悟史 男性 41 大阪府

4032 岩元 広哉 男性 42 愛知県

4033 大石 昌嗣 男性 42 徳島県

4034 金田 浩一郎 男性 42 東京都

4035 桐畑 信吾 男性 42 大阪府

4036 小宮山 眞 男性 42 岡山県

4037 芝崎 晃 男性 42 兵庫県

4038 清水 雄一郎 男性 42 大阪府

4039 西川 雅徳 男性 42 大阪府

4040 年梅 敦 男性 42 大阪府

4041 韓 承伯 男性 42 和歌山県

4042 平田 敦司 男性 42 広島県

4043 藤井 拓弥 男性 42 兵庫県

4044 舛形 勲 男性 42 香川県

4045 三輪 誠 男性 42 千葉県

4046 吉岡 均 男性 42 三重県

4047 吉田 龍也 男性 42 兵庫県

4048 張 彥閔 男性 43 チャイニーズタイペイ

4049 伊藤 公一 男性 43 兵庫県

4050 梅津 剛裕 男性 43 徳島県

4051 小田 慎治郎 男性 43 大阪府



4052 ジョージ ロハン 男性 43 東京都

4053 眞藤 浩司 男性 43 兵庫県

4054 鈴木 史郎 男性 43 兵庫県

4055 竹内 真 男性 43 愛知県

4056 中尾 誠 男性 43 愛知県

4057 中村 大輔 男性 43 大阪府

4058 ニコラス フォーセット 男性 43 東京都

4059 西岡 耕一 男性 43 香川県

4060 沼田 豊治 男性 43 愛知県

4061 林 岳 男性 43 滋賀県

4062 松平 泰 男性 43 愛媛県

4063 三宅 真一 男性 43 香川県

4064 宮崎 準 男性 43 香川県

4065 山田 光範 男性 43 香川県

4066 龍頭 正明 男性 43 大阪府

4067 和田津 貴史 男性 43 徳島県

4068 江口 昌幸 男性 44 徳島県

4069 北原 基成 男性 44 神奈川県

4070 神月 祥臣 男性 44 兵庫県

4071 佐藤 秀樹 男性 44 兵庫県

4072 澤田 義之 男性 44 愛媛県

4073 高倉 勉 男性 44 東京都

4074 竹内 章雄 男性 44 岡山県

4075 玉江 浩明 男性 44 大阪府

4076 西 利明 男性 44 徳島県

4077 新田 啓之介 男性 44 徳島県

4078 橋本 智志 男性 44 東京都

4079 平居 郁雄 男性 44 京都府

4080 古家 資之 男性 44 兵庫県

4081 宮地 秀明 男性 44 兵庫県

4082 向井 篤志 男性 44 徳島県

4083 村上 圭吾 男性 44 大阪府

4084 元木 斉 男性 44 徳島県

4085 山崎 啓太 男性 44 大阪府
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4501 愛洲 博之 男性 45 徳島県

4502 浅野 路也 男性 45 徳島県

4503 大西 祥一 男性 45 愛媛県

4504 岡本 知也 男性 45 徳島県

4505 樫原 一仁 男性 45 兵庫県

4506 岸本 陽介 男性 45 兵庫県

4507 北浜 太郎 男性 45 徳島県

4508 草川 秀人 男性 45 京都府

4509 黒明 敏郎 男性 45 岡山県

4510 小池 竜平 男性 45 大阪府

4511 辻川 元庸 男性 45 大阪府

4512 百々 宣博 男性 45 高知県
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4513 中西 良一 男性 45 徳島県

4514 中野 徹 男性 45 大阪府

4515 中村 信明 男性 45 埼玉県

4516 久岡 卓司 男性 45 兵庫県

4517 平野 正臣 男性 45 徳島県

4518 藤川 和也 男性 45 徳島県

4519 丸毛 康広 男性 45 兵庫県

4520 三谷 真二 男性 45 岡山県

4521 宮下 哲也 男性 45 徳島県

4522 宮脇 健朗 男性 45 大阪府

4523 村上 正浩 男性 45 石川県

4524 米田 和英 男性 45 徳島県

4525 米本 豊 男性 45 神奈川県

4526 寻 広涛 男性 46 中国

4527 泉 孝之 男性 46 徳島県

4528 鵜山 太一 男性 46 大阪府

4529 大久保 和典 男性 46 大阪府

4530 金田 直広 男性 46 大阪府

4531 神田 崇 男性 46 兵庫県

4532 木地 達也 男性 46 奈良県

4533 佐伯 英樹 男性 46 岡山県

4534 高草 大次郎 男性 46 京都府

4535 高野 大輔 男性 46 大阪府

4536 永田 敦紀 男性 46 大阪府

4537 西本 奏太 男性 46 愛媛県

4538 羽野 篤範 男性 46 大阪府

福元 哲郎

4540 細見 敦史 男性 46 京都府

4541 前田 教好 男性 46 高知県

4542 町田 功 男性 46 東京都

4543 松本 隆央 男性 46 徳島県

4544 宮田 義久 男性 46 徳島県

4545 宮本 良平 男性 46 大阪府

4546 山本 健二 男性 46 大阪府

4547 山本 浩平 男性 46 東京都

4548 李 哲秀 男性 46 大阪府

4549 赤道 鉄哉 男性 47 奈良県

4550 有野 康隆 男性 47 兵庫県

4551 生駒 元保 男性 47 兵庫県

4552 栗山 裕史 男性 47 大阪府

4553 小池 良雅 男性 47 大阪府

4554 越宗 勝 男性 47 大阪府

4555 小松 俊司 男性 47 高知県

4556 篠田 直宏 男性 47 兵庫県

4557 シムス デビッド 男性 47 東京都

4558 竹中 隆二郎 男性 47 大阪府

4559 辰巳 嘉章 男性 47 兵庫県

4560 田中 範弘 男性 47 広島県

4561 寺本 昌功 男性 47 徳島県

4562 仲 健一郎 男性 47 大阪府

4563 中原 悟史 男性 47 岡山県

4564 西川 正文 男性 47 島根県

4565 新羽 達也 男性 47 大阪府

4566 樋下田 隆史 男性 47 埼玉県

4567 平林 純 男性 47 兵庫県

4539
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男性 46 広島県



4568 前川 貴史 男性 47 兵庫県

4569 水谷 充宏 男性 47 東京都

4570 若竹 真一 男性 47 奈良県

4571 別部 隆司 男性 47 徳島県

4572 天野 順二 男性 48 兵庫県

4573 岩井 靖樹 男性 48 和歌山県

4574 上原 誠司 男性 48 大阪府

4575 大守 誠 男性 48 兵庫県

4576 荻野 賢志郎 男性 48 兵庫県

4577 笠井 慎二 男性 48 徳島県

4578 坂口 寿朗 男性 48 岡山県

4579 島田 真悟 男性 48 北海道

4580 瀬間 竜一 男性 48 大阪府

4581 谷口 哲也 男性 48 徳島県

4582 田村 直樹 男性 48 徳島県

4583 中村 貴文 男性 48 兵庫県

4584 濱野 曜一 男性 48 兵庫県

4585 原 一男 男性 48 徳島県

4586 桧皮 雅継 男性 48 徳島県

4587 福岡 孝博 男性 48 徳島県

4588 福田 裕之 男性 48 大阪府

4589 福永 勝彦 男性 48 徳島県

4590 古本 憲一 男性 48 長崎県

4591 松尾 尚 男性 48 大阪府

4592 松尾 基宏 男性 48 兵庫県

4593 丸山 和伸 男性 48 香川県

4594 赤瀬 伸 男性 49 兵庫県

4595 乾 啓幾 男性 49 滋賀県

4596 今村 悟朗 男性 49 香川県

4597 上崎 尚吾 男性 49 京都府

4598 大場 一輝 男性 49 大阪府

4599 尾形 和雄 男性 49 徳島県

4600 沖 聡 男性 49 大阪府

4601 奥田 信一 男性 49 埼玉県

4602 加賀 友規 男性 49 大阪府

4603 神本 博勝 男性 49 兵庫県

4604 菊之井 秀年 男性 49 大阪府

4605 竹内 祥浩 男性 49 徳島県

4606 土屋 雄嗣 男性 49 兵庫県

4607 津布久 照慶 男性 49 大阪府

4608 鳥海 武夫 男性 49 徳島県

4609 西村 博明 男性 49 京都府

4610 野崎 恭伸 男性 49 大阪府

4611 廣田 浩一 男性 49 奈良県

4612 藤原 一郎 男性 49 大阪府

4613 松下 隆 男性 49 大阪府

4614 八木 悟 男性 49 徳島県

4615 吉澤 篤史 男性 49 広島県

4616 吉田 克也 男性 49 大阪府

5001 池元 泰 男性 50 京都府

5002 小田 雄一 男性 50 大阪府

5003 坂崎 哲郎 男性 50 和歌山県

5004 櫻井 謙太 男性 50 大阪府

5005 高山 好哲 男性 50 大阪府

5006 武岡 康則 男性 50 徳島県

5007 野口 英司 男性 50 香川県



5008 野崎 親次 男性 50 大阪府

5009 古木 二郎 男性 50 東京都

5010 前田 勝清 男性 50 兵庫県

5011 牧野 貴 男性 50 兵庫県

5012 松永 伸雅 男性 50 兵庫県

5013 松本 哲男 男性 50 香川県

5014 宮井 政夫 男性 50 大阪府

5015 柳井 英之 男性 50 大阪府

5016 山田 晃二 男性 50 大阪府

5017 池辺 義博 男性 51 大阪府

5018 大西 敬人 男性 51 徳島県

5019 河合 洋次郎 男性 51 広島県

5020 川村 求 男性 51 千葉県

高橋 泰夫

5022 武内 裕孝 男性 51 香川県

5023 谷口 徳広 男性 51 香川県

5024 中村 勝 男性 51 岡山県

5025 西田 佳史 男性 51 大阪府

5026 長谷川 明 男性 51 岡山県

5027 浜口 憲司 男性 51 大阪府

5028 廣木 敏 男性 51 愛知県

5029 福家 築 男性 51 香川県

5030 宮田 正博 男性 51 徳島県

5031 山内 裕正 男性 51 愛媛県

5032 山田 英貴 男性 51 愛知県

5033 桶谷 重雄 男性 52 大阪府

5034 柴田 裕一 男性 52 徳島県

5035 鈴木 康史 男性 52 兵庫県

5036 中塚 修一 男性 52 兵庫県

5037 西尾 憲明 男性 52 香川県

5038 西山 輝秋 男性 52 兵庫県

5039 濱口 清隆 男性 52 大阪府

5040 原口 知則 男性 52 兵庫県

5041 藤本 純一 男性 52 大阪府

5042 前田 哲司 男性 52 兵庫県

5043 宮前 昌徳 男性 52 大阪府

5044 森 広志 男性 52 愛媛県

5045 吉永 岳史 男性 52 群馬県

5046 阿部 誠作 男性 53 徳島県

5047 石井 章 男性 53 山口県

5048 片山 淳一郎 男性 53 大阪府

5049 日下 郊介 男性 53 香川県

5050 合田 和彦 男性 53 香川県

5051 重永 雅行 男性 53 奈良県

5052 澁谷 祐一 男性 53 高知県

5053 髙橋 仁 男性 53 愛媛県

5054 武市 秀樹 男性 53 京都府

5055 畑 浩司 男性 53 大阪府

5056 藤本 昌広 男性 53 徳島県

5057 前田 伸二 男性 53 徳島県

5058 向 敏史 男性 53 兵庫県

5059 山本 慈朗 男性 53 千葉県

5060 青森 直人 男性 54 岡山県

5061 沖津 貴司 男性 54 徳島県

5062 小国 達矢 男性 54 京都府
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5063 奥野 孝 男性 54 京都府

5064 尾崎 英樹 男性 54 岡山県

5065 宿院 雅広 男性 54 京都府

5066 白石 和仁 男性 54 愛媛県

5067 瀬尾 圭司 男性 54 徳島県

5068 多田 佳憲 男性 54 京都府

5069 田光 俊治 男性 54 香川県

5070 戸祭 直己 男性 54 香川県

5071 服部 高利 男性 54 三重県

5072 部谷 直樹 男性 54 京都府

5073 湊 康行 男性 54 大阪府

5074 森 卓史 男性 54 徳島県

5075 柳生 誠志 男性 54 大阪府

5076 安田 雅章 男性 54 大阪府

5077 山岡 秀樹 男性 54 大阪府

5078 山中 和彦 男性 54 京都府

5079 山本 達也 男性 54 東京都

5501 青木 隆夫 男性 55 神奈川県

5502 泉 正文 男性 55 徳島県

5503 今井 浩 男性 55 大阪府

5504 大久保 隆義 男性 55 徳島県

5505 音川 和也 男性 55 大阪府

5506 尾上 勝己 男性 55 大阪府

5507 小林 郁生 男性 55 岡山県

5508 佐々木 茂喜 男性 55 京都府

5509 月本 晋二 男性 55 岡山県

5510 中山 俊雄 男性 55 徳島県

5511 尾藤 幸治 男性 55 愛媛県

5512 藤田 直也 男性 55 兵庫県

5513 美濃部 宗雄 男性 55 大阪府

5514 宮地 一郎 男性 55 香川県

5515 森井 勝己 男性 55 大阪府

5516 山高 可継 男性 55 大阪府

5517 米田 隆 男性 55 鳥取県

5518 渡邉 茂人 男性 55 大阪府

5519 伊東 聡 男性 56 大阪府

5520 植松 弘至 男性 56 奈良県

5521 太田 凡 男性 56 滋賀県

5522 岡崎 敏夫 男性 56 鳥取県

5523 加地 豊満 男性 56 香川県

5524 兼田 祐二 男性 56 大阪府

5525 酒井 肇 男性 56 大阪府

5526 志田 哲也 男性 56 東京都

5527 七田 栄作 男性 56 徳島県

5528 富川 晃行 男性 56 徳島県

5529 宮内 邦昭 男性 56 東京都

5530 森山 秀二 男性 56 大阪府

5531 矢部 宰文 男性 56 兵庫県

5532 横田 忠昌 男性 56 和歌山県

5533 若狭 孝太郎 男性 56 大阪府

5534 若野 日出夫 男性 56 大阪府

5535 安部 圭彦 男性 57 徳島県

5536 北市 隆 男性 57 徳島県

5537 佐藤 長武 男性 57 山口県

5538 新宮 瑞夫 男性 57 島根県

5539 田中 英夫 男性 57 新潟県



5540 泊 秀文 男性 57 岡山県

5541 中野 和夫 男性 57 高知県

5542 濱口 喜直 男性 57 岡山県

5543 藤本 正己 男性 57 徳島県

5544 北条 文吾 男性 57 兵庫県

5545 前田 晃 男性 57 滋賀県

5546 上野 稔 男性 58 東京都

5547 久保田 利宏 男性 58 兵庫県

5548 柴田 光秀 男性 58 愛知県

5549 下浜 宏 男性 58 三重県

Ｍａｒｋ Ｓｈｒｏｓｂｒｅｅ

5551 田中 俊夫 男性 58 徳島県

5552 谷川 浩隆 男性 58 大阪府

5553 長尾 浩 男性 58 京都府

5554 福田 彰典 男性 58 滋賀県

5555 前野 哲也 男性 58 徳島県

5556 水原 和夫 男性 58 大阪府

5557 持田 長雄 男性 58 滋賀県

5558 石田 一美 男性 59 岡山県

5559 伊藤 耕治 男性 59 岡山県

5560 岡崎 好文 男性 59 兵庫県

5561 尾崎 大雄 男性 59 大阪府

5562 河野 正秀 男性 59 徳島県

5563 坂口 雅夫 男性 59 岡山県

5564 竹下 宏太郎 男性 59 大阪府

5565 灘波 博司 男性 59 香川県

5566 畑 伸生 男性 59 高知県

5567 船越 信 男性 59 大阪府

5568 安永 道直 男性 59 愛知県

5569 柳川 好夫 男性 59 兵庫県

レースNo 氏 名 性別
2018年
年末年齢

JTU
登録地

6001 秋山 秀行 男性 60 岡山県

6002 荒井 真介 男性 60 岐阜県

6003 岩倉 孝治 男性 60 大阪府

6004 河野 明史 男性 60 徳島県

6005 小松 弘 男性 60 徳島県

6006 佐竹 誠二郎 男性 60 徳島県

6007 新宮 龍二 男性 60 香川県

6008 瀬谷 和男 男性 60 徳島県

6009 武貞 智樹 男性 60 大阪府

6010 立井 潤也 男性 60 大阪府

6011 堀川 光裕 男性 60 徳島県

6012 吉田 雅彦 男性 60 徳島県

6013 今田 厚 男性 61 兵庫県

6014 岩澤 哲 男性 61 兵庫県

6015 内田 学 男性 61 兵庫県
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6016 岸本 哲嘉 男性 61 京都府

6017 小山 裕司 男性 61 大阪府

6018 齋藤 修一 男性 61 徳島県

6019 先山 惠司 男性 61 大阪府

6020 山田 啓介 男性 61 徳島県

6021 浅見 学 男性 62 兵庫県

6022 生駒 勇 男性 62 和歌山県

6023 大谷 栄治 男性 62 大阪府

6024 尾崎 篤司 男性 62 愛知県

6025 鎌田 義人 男性 62 徳島県

6026 川岸 隆彦 男性 62 大阪府

6027 原 正弘 男性 62 兵庫県

6028 福田 恒人 男性 62 高知県

6029 松田 尚也 男性 62 京都府

6030 安積 幸志 男性 63 大阪府

6031 太田 勝行 男性 63 兵庫県

6032 香門 浩一 男性 63 兵庫県

6033 岸田 健 男性 63 兵庫県

6034 喜多 啓吉 男性 63 徳島県

6035 黒崎 宏行 男性 63 徳島県

6036 藤原 廣昭 男性 63 兵庫県

6037 山口 敏秀 男性 63 大阪府

6038 山崎 正史 男性 63 東京都

6039 石飛 肇 男性 64 兵庫県

6040 市田 幸治 男性 64 大阪府

6041 梶浦 秀一 男性 64 徳島県

6042 鎌田 徳一 男性 64 徳島県

6043 楠 孝夫 男性 64 徳島県

6044 工藤 信人 男性 64 徳島県

6045 里見 貞二 男性 64 香川県

6046 林 寿彦 男性 64 兵庫県

6047 早馬 一正 男性 64 香川県

6501 石原 譲 男性 65 徳島県

6502 井内 政幸 男性 65 徳島県

6503 小笠 秀二郎 男性 65 徳島県

6504 川崎 潔 男性 65 大阪府

6505 岸上 俊夫 男性 65 大阪府

6506 竹内 光雄 男性 65 兵庫県

6507 立石 秀樹 男性 65 徳島県

6508 西尾 秀明 男性 65 徳島県

6509 平岡 裕 男性 65 鳥取県

6510 藤田 敦 男性 65 大阪府

6511 星川 祐二 男性 65 愛媛県

6512 三木 國夫 男性 65 徳島県

6513 山本 啓二 男性 65 兵庫県

6514 横木 芳弘 男性 65 京都府

佐藤 周平

6516 原 良明 男性 66 徳島県

6517 吉永 勝重 男性 66 徳島県

6518 神崎 勝彦 男性 67 大分県

6519 末兼 松壮 男性 67 広島県

6520 吉本 豊英 男性 67 徳島県

6521 揖場 裕 男性 68 兵庫県

6522 小野田 勇 男性 68 和歌山県

6523 賀川 泰広 男性 68 徳島県
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6524 木村 良訓 男性 68 大阪府

6525 谷口 光司 男性 68 滋賀県

6526 西田 秋義 男性 68 岡山県

6527 大和 義幸 男性 68 徳島県

6528 小寺 卓郎 男性 69 兵庫県

6529 寺澤 実 男性 69 富山県

6530 村井 登 男性 69 香川県

7002 安藤 隆史 男性 70 香川県

7003 熊本 徹 男性 70 徳島県

7004 白桃 繁行 男性 70 大阪府

7005 中山 徳雄 男性 70 香川県

7006 日暮 雅夫 男性 70 奈良県

7007 山本 康夫 男性 70 京都府

7008 熊倉 正彦 男性 71 兵庫県

7009 住友 明 男性 71 兵庫県

7010 中武 佳史 男性 71 奈良県

前田 博幸

7012 大原 安太郎 男性 72 兵庫県

7013 松田 喜成 男性 72 大阪府

7014 山本 安彦 男性 72 熊本県

7015 森 正 男性 73 奈良県

7016 門田 勝 男性 74 徳島県

7017 濱口 辰雄 男性 74 茨城県

7501 岡本 昭 男性 75 徳島県

岩本 俊信

7503 高木 茂雄 男性 76 大阪府

阪本 一雄

8501 伊賀 正美 男性 89 徳島県

レースNo 氏 名 性別
2018年
年末年齢

JTU
登録地

181 市園 真瑚 女性 20 学生連合

182 大山 歩美 女性 20 愛知県

183 石田 愛 女性 22 学生連合

184 辻中 里奈 女性 23 兵庫県

185 山本 麻衣 女性 23 香川県

186 金堀場 未久 女性 24 大阪府

251 高橋 葵 女性 25 京都府

252 伴野 雪音 女性 26 兵庫県

253 前田 美里 女性 28 京都府

254 海部 夏子 女性 29 徳島県

301 薛 朋妍 女性 32 台湾

302 半田 愛 女性 32 千葉県

303 山内 麻代 女性 32 大阪府

304 天野 みなみ 女性 33 千葉県

305 安藤 朋恵 女性 33 香川県
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　第４ウェーブ　（9時06分スタート／オレンジ色スイムキャップ／女子１０１名）

8001
★2017JTUエイジランキングチャンピオン★

男性 82 大阪府



306 金城 真実 女性 33 東京都

307 田村 莉絵 女性 34 滋賀県

351 岩松 裕子 女性 35 大阪府

352 長瀬 彩 女性 35 三重県

353 服部 幸子 女性 35 東京都

354 八木橋 若奈 女性 36 東京都

355 金剛丸 朋子 女性 37 兵庫県

356 中島 聖子 女性 39 兵庫県

357 藤田 喜久子 女性 39 滋賀県

401 伊藤 由香里 女性 40 愛媛県

402 乾井 貴子 女性 40 奈良県

403 佐竹 順子 女性 40 徳島県

404 早瀬 恵子 女性 40 広島県

405 前田 あゆ美 女性 40 徳島県

406 陳 仲鳴 女性 42 香港

407 有澤 あゆみ 女性 42 高知県

408 畔上 多恵子 女性 43 大阪府

409 近藤 佐枝 女性 43 岡山県

410 高倉 真紀子 女性 43 東京都

411 竹内 幸絵 女性 43 大阪府

412 山中 ひとみ 女性 43 兵庫県

413 伊浦 佳代子 女性 44 大阪府

414 小泉 英子 女性 44 大阪府

415 佐藤 綾子 女性 44 岡山県

416 塚本 素子 女性 44 大阪府

417 平松 智子 女性 44 愛知県

418 松尾 由樹恵 女性 44 兵庫県

419 三宅 美有紀 女性 44 大阪府

451 阿部 美智子 女性 45 兵庫県

452 大村 実巨 女性 45 大阪府

453 木村 博美 女性 45 徳島県

454 坂田 絵里子 女性 45 東京都

455 先田 由紀 女性 45 徳島県

456 碇 由香 女性 46 大阪府

457 浦野 士乃美 女性 46 兵庫県

458 円増 朋子 女性 46 兵庫県

459 菅家 幸子 女性 46 大阪府

460 福島 永子 女性 46 大阪府

小川 千恵子

462 佐竹 晶子 女性 47 徳島県

463 中川 紀美佳 女性 47 徳島県

464 西内 宮佳江 女性 47 東京都

465 松井 淑子 女性 47 大阪府

466 山本 あゆみ 女性 47 大阪府

467 大西 直美 女性 48 鳥取県

468 四宮 加容 女性 48 徳島県

469 新居 倫代 女性 48 徳島県

470 三輪 泉 女性 48 兵庫県

471 尾木 恵里 女性 49 大阪府

472 柏原 かおり 女性 49 香川県

473 野上 麻理 女性 49 大阪府

501 湊 恵美 女性 50 大阪府

502 林 真由美 女性 51 兵庫県

503 平野 真弓 女性 51 徳島県

504 江原 深雪 女性 52 東京都

461
★2017JTUエイジランキングチャンピオン★

女性 47 大阪府



505 松田 香 女性 52 愛媛県

506 村賀 洋子 女性 52 徳島県

山本 真紀恵

508 米田 友香 女性 52 徳島県

509 Valentine Hailey 女性 52 アメリカ

510 Infusino Patty 女性 53 カナダ

511 岡林 純賀子 女性 54 高知県

512 澤 直美 女性 54 大阪府

513 藤田 美里 女性 54 東京都

551 的場 久美 女性 55 大阪府

552 小国 久子 女性 56 京都府

553 寺田 香織 女性 56 東京都

554 武田 久美子 女性 57 大阪府

555 西野 美紀 女性 57 徳島県

556 宮内 篤子 女性 57 東京都

557 岡田 広美 女性 58 高知県

558 嶋田 扶佐恵 女性 58 奈良県

559 船越 友紀子 女性 58 大阪府

560 富松 るり 女性 59 和歌山県

601 中川 智子 女性 60 大阪府

602 服部 悦子 女性 60 大阪府

603 細尾 光子 女性 60 和歌山県

604 岩松 温子 女性 61 兵庫県

605 浅見 まち子 女性 63 兵庫県

606 小野 恵子 女性 63 愛媛県

607 小杉 智英子 女性 63 大阪府

608 阪部 貴美 女性 63 和歌山県

651 竹内 敏江 女性 65 兵庫県

701 宮本 悦子 女性 70 徳島県

702 松本 郁子 女性 71 大阪府

三田 伸子

507
★2017JTUエイジランキングチャンピオン★

女性 52 千葉県

703
★2017JTUエイジランキングチャンピオン★

女性 72 広島県


