
2018年 四国トライアル指定ゼッケン表

No 氏  名 県名 ﾗｲｾﾝｽ No 氏  名 県名 ﾗｲｾﾝｽ No 氏  名 県名 ﾗｲｾﾝｽ No 氏  名 県名 ﾗｲｾﾝｽ
1 笹岡 啓正 高知 220434 1 豊澤 義秀 高知 149782 2 井川 敬朗 高知 184490 1 坂田 匠太 愛媛 201202
2 下元 利彦 高知 037818 2 安藤 順 香川 037318 3 三橋 猛樹 徳島 238195 2 大西 貴 愛媛 159720
3 道上 耕司 徳島 196514 3 坂本 晴一 高知 237886 4 松田 一道 高知 028382 3 吉良 祐哉 愛媛 225983
4 酒井 謙 高知 015814 4 市場 成和 兵庫 136794 5 宮本 博司 愛媛 226522 4 三野明飛夢 香川 346029
5 長野 素久 高知 012442 5 井川 敦 愛媛 070163 6 永木 総一郎 香川 232030 5 山地 康智 香川 026119
6 岡崎 良介 高知 017825 6 丈谷 雅信 徳島 209447 7 山本 順二 香川 025774
7 泉 正信 愛媛 015805 7 和田 光弘 徳島 236122 8 山上 順次 岡山 194992
8 小西 啓司 香川 150799 8 藤見 和志 徳島 148806 9 蔵下 文豊 香川 239926
9 南　 誠 徳島 173223 9 桂 政広 兵庫 129319 10 伊藤 数馬 愛媛 023621

10 川村 尊章 高知 15816 10 井上 昭 兵庫 211368 11 西岡 鷹 香川 180773
11 西　 宏次 山口 149188 11 川村 弟二 高知 174917 12 生田 義久 高知 077914
12 小畠 哲平 京都 220569 12 太田 稔 兵庫 236467 13 川端 章弘 兵庫 237050
13 三野 敏治 香川 109264 13 宮本 充 徳島 208850 14 岡部 稔 徳島 076847
14 菅原 薫 愛媛 238411 14 森    悠宇 高知 228210 15 植田 正哉 香川 201961
15 渡邊 弘巳 愛媛 164812 15 小林 圭介 徳島 089381 16 上原 幸夫 徳島 237900
16 山崎 静夫 高知 043304 17 久米 勝美 徳島 237916
17 大山 和之 高知 047050 18 萩原 豪 徳島 220257
18 谷口 剛 兵庫 230099 19 丹治 寿男 兵庫 087895
19 瓦谷 博 高知 110997 20 藤原 寿照 愛媛 137952
20 清家 素直 愛媛 034569 21 森 正人 高知 241760
21 松内 俊治 高知 073990 22 高田 誠 香川 239233 No 氏  名 県名 ﾗｲｾﾝｽ
22 西森 和弘 愛媛 152523 23 池口 直克 兵庫 059200
23 石木 昭宏 愛媛 188377 24 金岡 祐二 兵庫 029236
24 下田 亮一 高知 26074 25 黒山 睦一 兵庫 241354
25 亀田 源一 愛媛 086624 26 黒山 陣 兵庫 241776
26 土居 久志 香川 116526 27 大野 尚孝 愛媛 ０94917
27 松田 強 三重 229845
28 南部 満 高知 194291
29 寺田 太郎 広島 236693
30 塚本 厚志 兵庫 205887
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