
平成２９年度　１部・２部資格者（男子）

赤岡町ﾊﾞﾄﾞ部 成田俊幸 竹村努 西村安洋

A.ｽﾋﾟｰﾄﾞ 松倉健 高見征志 小島伸之 兼松健一 井下勝昌

山岡正和 久米隆幸

遠藤青汁 清藤和樹 伊藤章浩

追手前ＯＢ 山崎幸夫 吉岡弘矢 黒原健朗 片山博司

オカックス 三谷真司 久武稔幸 杉本智昭 二宮貴典 松岡祐弥 笹岡裕都

坂本拓

学芸ＯＢ会 東信孝 秋山真之 沖原光明 福田健一 森田仁

佐藤大輔 大宮剛夫 上妻光平 安岡隆徳

香北バド 山本卓也 南場良秀 松田敬助 滝口寿和 小松洋介

Kitson 高橋浩一 高橋直也 鍋島章太 北川直幹

窪川蒲公英 吉村光司 川村裕之 宮脇正行

教職員クラブ 筒井俊樹 中原学 桑名翔也 黒瀬雅彦 大崎武 川添周三 黒石雅宏

桑名功 近安良一

高知県庁 佐野靖 中村一誠 吉村孝洋 谷本直文 西森孝志

西原滋 井上拓也 彼末悟 間俊男 西森健一

長野靖 岡林耕平 橋本明広

高知工科大 伊與木隼人 島田和輝 金子貴之 小森雅樹 青木隼人 佐藤鴻輝

沢田悟 野田靖仁 豊田稜 千北雅彦 三森迅

丸山賢人 石川恵大

高知商ＯＢ会 池寛正

高知大学 稲盛悠平 錦織圭吾 森田啓介 上松芳則 河野光 深木一磨 中田将洋 伊豆務

高原祐馬 柴野誠也 藤井勇真 池原健 西田圭祐

広瀬裕也 加藤恭平

高知大学医学部 水岡敦喜 片山由大 田中智規 杉本裕紀 増島信也

高知市役所 伊與木飛鳥 西川博 廣瀬匠 出口忠彦 野村和秀

香南市役所 高橋聖 那須大輔

三宮印刷 西山圭介 弘瀬隆一 三宮健司 都築周平 宮脇亮太

田中章弘 野口賢児

スカイラブ 葛間秀徳 福井善清 井上敬仁

須崎ｸﾗﾌﾞ 笹原啓介 西村隆 濱田昌也 水津貴利 宮田秀輝

北尾直紀 福井一弘 徳永利彦 福井卓 笹岡清史

西村亮平

ＺＥＲＯ－ＯＮＥ 岡林雅士 岩崎孝太 江里口恵

高須クラブ 福永和好 川邑育夫 宮崎康夫

たまひよ 岡林和寿 小松慎也 深尾文哉 浜田祐輔 久貝勝則

桃田高広 半田隆典 塩田大助 貞岡宏季 蕨川紘暢

古島寿哉 日野康隆 細川明秀

チキンハート 高橋隆介 泉正道 伊藤遼 右城弘樹 山脇一生 右城耕平

チームけんけん 竹本和正

東羽会 松尾洸希 中岡寛孝 井上浩太 矢野宏樹 筒井慶太

山下和史

ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ高知 山本晴一 安岡啓一 東山太輔

長岡ふぁーむ 浜口輝明 井澤光 小松大輔

南国市連盟 久保正高 楠目雅洋 松田隆敏 橋詰真治 上野恵馬

岸本誠一 国弘圭司

ばっくはんど 森沢悠

フットワーク 石川直也 岡田朋巳 西岡伸高 坂上雅彦 橋詰高博 松井智治 中山太 濱渦史成

松田壮平 児子和人 中平公平

ぷ～なクラブ 岡本高幸 山中和也

へなちょこ 長戸亮祐 山崎大輔 森啓 武田信秀 宗石里志

山本憲矢

山田クラブ 中西陽介 井澤啓 寺村孝 尾崎庄一 和田晋一 黒岩裕希 山本裕祐

細木隆豊 岡本貴文 濱川裕輔

山崎治療院 山崎義史 高橋信太郎 小賀元裕 森沢実智哉 大石将敏 松田恭兵 岡村龍磨 筒井正

岡田翔 戸梶龍一

吉本組 岡上貴之 森本匡博 藤田大樹 高橋正信 石黒貴士 天倉貴之 豊永陽平 竹崎達哉

西川徹 大久保有基 永野翔太 安岡伸也

泥谷雄平

ＹＯＮＤＥＮ 都築慶憲 高橋秀和 高橋宏明 笹岡隼人 北添雅寛

杉本和也 溝渕弘倫 岩本正和 斉田尚希 北岡和樹

矢野宏和
ラクーンインフィニティＢＣ 岡村大 岡村力 山中正児 上村哲正 森脇広平

らけっとクラブ 黒川明彦 曽我部豊 豊永昌明 長岡顕 大崎恭寿

6時10分 筒井郁夫 井内啓之 鍋島弘之 山崎正博

わるのり 大野航 小原拓也 萬条敬太 本村翔

田中和敏 小笠原悠介 黒瀬裕之

その他 岡村優

(同等者)

黄色　：　今年度登録済み *印については、本人が希望すれば3(4)部出場可。

注：年度内に会員登録のない方は、次年度に資格を引き継ぐことができません（有資格者リストより削
除いたします）。
　　資格を次年度に引き継ぎたい場合は、必ず会員登録をお願い致します。
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