
2023中国選手権　指定ゼッケン

ｾﾞｯｹﾝ№ 氏　　名 所属県 ｾﾞｯｹﾝ№ 氏　　名 所属県 ｾﾞｯｹﾝ№ 氏　　名 所属県 ｾﾞｯｹﾝ№ 氏　　名 所属県

1 松島　慶明 広島 1 荒川　一佳 岡山 01 西　　宏次 山口 6 黒山　陣 兵庫

2 渡邊　 勝徳 岡山 2 浅川　悟 福岡 02 益川　康典 広島 7 尾藤　正則 岡山

3 田中　真一 山口 3 弥益　実雄 山口 03 松本　将和 広島 21 山本　直樹 鳥取

4 宮田　直也 岡山 4 津森　伸吾 島根 04 森原　宏幸 広島 25 伏見　裕貴 香川

5 多田　一朗 岡山 5 片山　英之 福岡 05 遠藤　博文 岡山 47 黒山　太陽 兵庫

6 神代　将秀 広島 6 瀬来　敏之 山口 06 下岡　浩司 広島 02 小椋　　陽 岡山

7 古賀　正則 広島 7 大芦　敏行 広島 07 中野　禎彦 山口 05 清水　寧郁 岡山

8 津田　隆次 岡山 8 杉原　敏幸 岡山 08 藤岡　陽一 広島 101 野原　修二 山口

9 五十嵐　大樹 広島 9 池田　和孝 岡山 09 工　　義彦 広島 102 池田　　蓮 岡山

10 佐藤　健太 岡山 10 杉本　正志 島根 010 島田　武男 岡山 103 寺岡　昭雄 岡山

11 西山　芳国 愛媛 11 山上　順次 岡山 011 岡田　洋一 岡山 104 金山　一成 広島

12 守谷　絢都 岡山 12 西岡　高司 香川 012 桜井　直樹 鳥取 105 武中　裕輝 岡山

13 寺曽　芹奈 広島 13 木村　光夫 島根 013 岡崎　良介 高知 106 岡本　勝太 広島

14 中江　優真 広島 14 吉次　照男 福岡 014 大前　知也 広島 107 向井 　直樹 広島

15 辻　　史朗 兵庫 15 山本　昌義 兵庫 015 今田　好範 広島 108 森元　哲也 岡山

16 山田　峻平 広島 16 稲垣　和恵 広島 016 中野　　浩 広島 109 喜岡　修 兵庫

17 原田　皓太 岡山 17 白石　隆史 広島 017 野宮　勝利 岡山

18 齋藤　悠史 岡山 18 坂本　晴一 高知 018 長野　素久 高知

19 河村　真弓 兵庫 19 橋本　武士 福岡 019 三好　弘祐 岡山

20 佐藤　真理子 岡山 20 前田　憲治 兵庫 020 寺田　太郎 愛知

21 金田　　晶 島根 21 橋本　勇治 岡山 021 瓦谷　博 高知

22 吉本　和矢 広島 22 長尾　徹平 岡山 022 光岡　伸明 岡山

23 香川　康一 広島 23 富田　　至 岡山 023 梶原　博 高知 ｾﾞｯｹﾝ№ 氏　　名 所属県

24 村竹　喜則 広島 24 寺曽　隆明 広島 024 中野　剛志 岡山 1 小野　勝正 岡山

25 岡部　稔 徳島 25 村竹　秀斗 広島 025 吉田　富守 広島 2 寺西　茂 岡山

26 鈴木　大空翔 鳥取 26 山本　瀬人 岡山 026 大畠　　前 広島 3 石川　増美 岡山

27 豊田　修三 広島 27 谷口　　 隆 鳥取 027 藏下　文豊 香川 4 三宅　智士 岡山

28 安井　一貴 岡山 28 寺岡　和慶 広島 028 花岡　克章 広島 5 三宅　岩雄 岡山

29 新宮　毅 島根 29 井嶋　一郎 鳥取 029 木村　常美 岡山 6 渡邊　佳代子 岡山

30 村上　響太郎 広島 30 武田　直久 広島 030 田中　浩文 岡山 7 廣林　学 岡山

31 豊田　修三 広島 31 渡辺　智代雄 岡山 031 小椋　北斗 岡山 8 米田　一十三 広島

32 三好　渉 岡山 32 住近　良勝 広島 032 松本　　繁 広島 9 中西　信行 岡山

33 竹本　浩二 広島 33 林　大作 広島 033 野崎　 晃 岡山 10 尾上　武士 香川

34 浅野　馨五 岡山 34 中村　和之 兵庫 034 佐藤　吉信 岡山 11 山下　実結 広島

35 元永　幸治 広島 035 三野　敏治 香川 12 山上　浩己 岡山

36 渡辺　紀天 岡山 036 岩見　秀一 兵庫 13 横山　陽之 島根

37 豊田　芳彰 岡山 037 廣内　孝 兵庫 14 木村　光夫 島根

38 酒井　伸吾 山口 038 黒山　陸一 兵庫 15 大森　理江 広島

39 岩見　司 広島 039 寺田　智恵子 愛知 16 塚本　達郎 広島

40 永木　総一郎 香川 17 増元　研治 山口
41 藤原　寿照 愛媛 18 豊田　芳彰 岡山
42 坂本　武嗣 徳島 19 亀田　一臣 広島
43 塩見　拓巳 京都 20 山本　徹 鳥取
44 松永　泰明 岡山 21 水島　啓江 兵庫
45 小松　宏充 岡山 22 武田　隆一 鳥取
46 内田　啓子 香川 23 河野　翔 鳥取
47 池田　潤 岡山 24 神谷　茂雄 島根
48 亀田　一臣 広島
49 原畑　晶 広島
50 田中　稔 兵庫
51 佐々木　竜矢 山口
52 兼重　史穏 山口
53 加藤　宏 東京
54 横田　匡弘 兵庫
55 古田　民雄 兵庫
56 真渕　謙二 兵庫
57 中西　勝哉 兵庫
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