
朝日新聞社杯参加者名簿 2019/1/11

受付 Ｆｌｔ． 希望 No. SP合計 チーム名 氏名1 氏名2 氏名3 氏名4 氏名5 氏名6

1 A A 01 3568 NAITO 田中 陵華 内藤 佐紀子 陳 大偉 古田 一雄 横井 大樹

2 A A 02 3204 2019シニア代表 山田 和彦 山田 彰彦 大野 京子 井野 正行 今倉 正史

3 A 03 2856 SARA 寺本 直志 笹平 久美子 高野 英樹 牲川 健志 田中 秀悟

4 A A 04 2465 加来 浩 田嶋 美津江 平田 隆彦 小林 泰 高山 雅陽

5 A A 05 1729 島村 京子 碇 恵子 坂本 みどり 西田 奈津子 大手 瑠利

6 A A 06 1724 松原 松原 宣子 木村 史子 藤本 たか子 高橋 克己 長浜 武彦

7 A 07 1490 DEN 伝 準子 田村 恵美子 市川 千恵子 齋藤 邦子 飯田 康代 勝俣 敦子

8 A 08 1452 仙石響子 三浦 裕明 仙石 響子 瀬下 拓未 本田 貴大

10 A A 09 1402 Alice 佐藤 牧子 下保 俊子 早坂 雅之 成田 秀則

11 A A 10 1378 明るいチーム Robert Geller 荻原 節子 吉田 真生 明楽 典子 白銀 もとみ 陳 悦辰

12 A A 11 1361 福吉 由紀 趙 金龍 柳澤 彰子 植木 克彦 徐 トン

13 A A 12 1262 Great God 高崎 恵 瀬戸口 宣子 森山 節子 平田 眞 大神 正康 吉田 正

14 A 13 1227 あとでお祭り 松川 真理子 豊福 京子 高橋 美奈子 志賀 元明

15 A A 14 1201 野田 裕之 野田 祐子 上田 哲也 上田 真理子

128 A 15 1181 森村 島崎 彩子 森村 俊介 阿部 弘也 李 斌

16 A A 16 1084 赤間 馨介 牧田 紀美 山邑 幸子 松崎 ケイ子 荒川 聡一 緒方 敏広

17 A 17 1070 プラスα 飯山 春代 中川 澄江 芳賀 俊一 飯山 修

18 A 18 1049 桜井 恒夫 菊池 敦 橋本 修治 佐藤 春芳

19 A B 19 1045 ロザマリーナ 武田 純子 川島 和子 山田 芙三子 宮田 章子 鶴岡 和幸 川畑 章子

20 A A 20 834 ユースB 菊地 忠裕 小林 皐輝 山田 良一 片桐 直人 遠藤 瑛輔 中西 智昭

21 A A 21 832 ユースA 田辺 仁士 弓削 裕要 今給黎 英嗣 山本 哲太郎 芹川 祐輔

22 A A 22 787 阪大アラサー 貴戸 祥郎 小池 紀彰 山下 直大 萩原 健太 木山 智裕

23 A A 23 Seoul Kim Daehong Roh Seungjin Kang Seongseok Lee Sooik

24 A A 24 Mistral Richard Li Emily Liu Kwon Sooja Kim Chunkyung Lee Soony
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25 B 01 912 LES COPINES 松田 奉子 熊田 眞珠 森 仁子 高橋 加代子 夏原 由紀子 永井 厚子

26 B 02 896 All Queens 田中 真由美 江副 しげ子 佐金 加代子 播 由美代 布施 圭子 吉本 容子

27 B B 03 869 Sobras 横山 純 小久保 睦恵 花田 勉 佐々木 和則 岡野 有紀子

28 B 04 856 Dark Stars 倉知 良紀 佐伯 和男 関山 宏子 甲斐 律子 伊藤 美登利 坂田 恵美

29 B 05 845 若林 誠 田中 純子 上田 房子 松尾 加津子 木本 節

30 B 06 839 TASK 高橋 邦碩 坂本 千秋 西脇 透 柳澤 洋子 椿 旬子 小田 由美子

31 B 07 836 SOO RAD 染宮 祥子 徳重 陽子 石橋 由美子 中井 富子 大屋 久美子 坂井 恵子

32 B 08 817 Straight flush 立花 和子 倉田 効市朗 中村 勤 栗原 由美

33 B 09 803 雪月花 長谷川 悦子 田尻 ベティ 上田 幸穂 榎本 恵子 津守 和子 水内 愛子

34 B 10 802 Totally Groovy Toby Curtis 石川 温子 岸 勇佑 中西 道子 Mark LaForge 林 眞紀子

35 B 11 777 FUKUOKA 山崎 直 松本 直人 杉野 すみ子 胡 文輝

36 B 12 771 The Fridays 大澤 尚子 坪井 康子 子野日 陽子 坂口 由子 佐伯 玲子 高橋 宏子

37 B 13 757 パールホワイト 浅井 麻美子 山下 治子 野口 妙子 駒松 幸子 小島 喜子 松本 弘子

129 B 14 756 エーデルワイス 越 美子 桑原 真子 田中 充 林 裕美子 堀内 勝臣 可児 亀男

38 B 15 752 細田 北條 旬 細田 博之 祢屋 節子 武内 秀子 小林 秀子 佐野 久弥

39 B 16 751 BOXフンド 角野 恭子 上野山 麻紀 渡辺 祐子 天野 徹

40 B 17 749 PS-Queen 三輪 安紀子 杉野 正勝 浅越 ことみ Hein 賀子 南雲 夏彦

41 B 18 747 百花繚乱 小平 邦夫 宮崎 昭夫 川上 由美子 八木 典子

42 B B 19 734 石田 志津子 田中 治輝 後藤 豊子 東出 佳子

44 B B 20 329 ユースC 井上 布武 江口 秀太 川端 須開 滝澤 憲 鈴木 崇史 稲見 輝志
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45 C 01 736 おさきにいくよ 栗田 正子 木村 あをえ 伊藤 美樹子 西山 真理 大田 容子 坂本 倫子

46 C 02 723 alamanda 山本 そよ子 穴沢 啓子 浅利 知世 吉岡 瑞子 吉田 俊江 喜好 千和子

47 C 03 722 君子蘭 石原 啓子 中谷 俊明 橋本 泰子 岸上 康子 宮田 章子 鮫島 小夜子

48 C 04 710 TriQ 本間 幸直 今橋 一泰 原澤 沙依 宮部 佳世子

49 C 05 709 ナインチェ 飯島 恭子 森 俊夫 藤岡 淑子 西村 明子 石附 裕子 三寺 康子

50 C 06 700 I-STAND 仙頭 かおる 西浦 眞智子 石野 裕子 田代 隆亮 土居 友子 飛鳥田 富美江

51 C 07 696 花火 海和 文夫 明丸 興造 木内 輝和 細川 和豊 水間 洋二 田中 裕子

52 C 08 685 gardenia 畠山 孝 大塚 昌子 三谷 麻里 伊藤 えり子 陶山 光子 吉瀬 由美子

43 C C 09 675 しとじとき 松澤 信行 波多江 隆児 新庄 裕司 中山 浩次 松澤 節子

53 C 10 657 遊子 山田 敬子 脇野 政子 山口 慶子 鈴木 真理 長門 由美子 吉田 輝子

54 C 11 656 WASABI 伏田 邦男 原 雅英 根岸 真紀子 渡辺 容子 渡辺 優子 木村 恵子

55 C 12 647 みや子 坂本 映子 南 節子 鈴木 みや子 佐藤 達子 西村 厚子 高松 孝江

56 C 13 644 ララ 井上 礼子 佐藤 優子 渡辺 叔子 川合 千穂子 真貝 恵子 鳥生 恵美子

57 C 14 644 リィリイズ 山下 珠乃子 原田 裕己 深谷 昌世 江本 由美子 不殿 真理子 竹内 節子

58 C 15 634 よしくま 後藤 しづか 下南 陽子 植野 正枝 木村 邦子 水口 幸子 佐野 広子

59 C 16 633 泰然自若 正井 和子 児玉 加代子 伊藤 裕子 堀川 みどり 安田 桃子 浅見 由美子

60 C 17 630 le pont 山下 和子 原 裕子 小峯 幸子 山口 悦子 三好 典子 高島 君代

61 C 18 626 もりのくまさん 森永 誠子 安原 良一 安里 彰 金箱 豊充 熊野 桃子

63 C C 19 225 ユースE 後閑 優里菜 園池 実方 高橋 瑠菜 駒本 理恵 孟 希ノ花 片山 尚徳

62 C C 20 176 ユースD Derek Neo 安田 峻 Battulga Tuguldur 田中 賴 西山 慶 小野 想真

64 C C 21 Bridge View Kim Hyunhee Hwang Iynryung Yang Sunjoo Byun Soonhwa Kim Haeran
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65 D 01 626 ハルサザンカ 藤井 孝子 吉岡 和起子 喜多 恭子 若松 愛子 土屋 越子 磯部 智子

66 D 02 620 シャトー ド リオン 津田 廸子 堀 裕子 倉島 咲子 秋山 正子 居城 郁子 吉田 陽子

67 D 03 612 JOS 杉山 和弘 滝沢 聡毅 工藤 信行 山口 俊郎 杉山 靖子

68 D 04 610 Aquamarine 池田 直子 木村 しげ子 東 正子 佐々木 依子 黒沢 陽子 増田 孝子

69 D 05 607 わすれじの 沖谷 邦 和田 外喜子 丹羽 紀久子 沼田 恵智子 伊集院 孝子 三橋 容子

70 D 06 598 phytocolorPurple 中林 満子 戸田 敬二 山田 充子 大島 妙子 佐藤 貴幸 鈴木 健一郎

71 D 07 586 VAMOS!! 西村 輝子 西村 淳子 金子 雄大 西村 優作 神代 健司

72 D 08 585 海賊友の会 荒木 照子 新田 和相 立岡 健治 広瀬 敏治 京嶋 俊信 堀田 竜男

73 D 09 571 6♢ 渡辺 麻理 一ノ瀬 さゆり 泉対 信太郎 泉対 宏子 勝山 紀久子 田森 侑子

74 D 10 564 珠龍 斉藤 千鶴乃 桜井 雅子 寺井 隆 小林 信治

75 D 11 560 はなまるこ 福丸 玲子 中村 和子 宮代 利子 百石 睦子 横内 しのぶ 和田 朋子

77 D 12 546 ラブグリーン 遠藤 美穂子 泉 浄 本田 えり子 板垣 大子 小林 のり子 大塚 麻由美

78 D 13 539 2TMIKA 荒井 淳子 栃内 千秋 村上 高志 功刀 紀子 月本 和子 伊藤 義夫

79 D 14 539 ヘクサード 石川 ゆかり 堀川 ゆかり 石原 徳博 辻 早苗 田中 範子 秋山 圭子

80 D 15 532 Rock 'n' Roll 塚本 健司 三澤 まり 矢沢 隆雄 小塚 英夫 矢倉 卓 関口 理恵

81 D 16 523 スマートベア 村上 末男 野原 栄次 内田 義昭 後藤 三郎 杉本 啓介 長谷川 恵美子

82 D 17 505 辻 芳郎 青木 克彦 塩田 淑子 伊藤 菊夫

83 D 18 502 鳩山 勝郎 鳩山 道子 山田 厚二 飯田 千鶴子 米沢 美代子 坂本 真理子

84 D D 19 410 ファイト 俵木 幸子 南條 フミ子 神原 直子 木下 久美子 伏田 清子

85 D D 20 328 Ace 高橋 和子 須藤 園子 Kim Sunyoung Kim Kyoungmi

86 D D 21 160 ユースF 及川 直弥 三宅 貴史 松本 颯 岩瀬 匠 上中 蓮也 土井 茉里花

87 D D 22 121 ユースG 吉田 和博 小林 祐也 中垣 太樹 安藤 勇哉 宋 逸寒 津川 拓斗
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88 E 01 495 相変わらず四国 藤塚 信典 畑 智子 橋本 公二 橋本 正子 ラナデ R.R.

89 E 02 492 さくら組 林 美和子 小野 節子 竹村 ちえ 武井 寿子 石原 妙子

90 E 03 487 アイリス 大島 文子 石川 ちはる 橋立 京子 外川 美樹子 坪井 千鶴子 加茂 恵津子

91 E 04 481 NETちいむ 中澤 悦子 大村 千恵子 益本 むつみ 小野原 斎子 麻植 紀子 辻 富子

92 E 05 477 まつぼっくり 森 比早子 松尾 博美 柴田 由美子 藤本 晃子

93 E 06 475 ハーモニーズ 後久 恵子 福島 和子 柴田 万智子 橋爪 優子 橋本 晴美 吉松 圭子

94 E 07 466 PORCELLINO 高木 直子 佐野 恵美 関根 恵子 仙頭 雅子 谷 敏子 青柳 珠恵

95 E 08 465 三宅 淳代 森本 広志 折原 尚子 折原 良平 浅井 潔 常盤 勝美

96 E 09 465 フーミンと仲間たち 加藤 福美 荒谷 美奈子 鈴木 恵美子 小川 秀子 服部 登志子 石田 陽子

97 E 10 464 トリsan's 高取 武夫 中島 至 米山 裕子 春見 和子 山下 文子 須貝 ムツ子

98 E 11 463 わろてんか 横山 千寿子 木下 理子 豊田 明子 大丸 征子

99 E 12 461 BB5&J1 坂部 富美子 渋谷 太郎 中川 和子 山崎 洋子 清水 光子 斉藤 弘子

100 E 13 460 ASUNARO 吉川 正一 木村 幹彦 西 ユミ 平川 美和子 熊谷 智子 内山 ゆみ

101 E 14 460 Corraggio 中野 由美 石川 加代子 奥村 弥子 杉本 由紀子 郡司 多恵子 高原 節子

102 E 15 452 AZMAX 東 正記 西村 恵理 田中 裕子 水谷 国子

103 E 16 447 shmk 川和 豊子 松島 正明 細田 冨美 菅原 祐一

104 E 17 440 con brio 畔柳 智 角田 喬 福山 陽子 清水 えり子 堀口 和義 畔柳 百合子

105 E 18 437 カモメが飛んだ 川野 えりか 岡崎 典子 永山 理子 柏 たえ 中垣 文子 野村 恵美

106 E 19 436 後藤 真澄 松岡 朱美 田内 陽子 丸橋 律子 小柳 玲子 石川 勢津子

107 E E 20 246 Table Cruise 井内 隆之 大倉 淳 中村 伊公子 大河原 慶太 白崎 隆浩 藤田 宏之
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108 F 01 432 Kokechan 6 安井 留美 麻田 利治 小谷 正幸 高坂 久美子 長谷川 俊 長谷川 千歳

109 F 02 417 Team Step Up 2 土田 正 井野 隆 奈良 泰子 大島 康子 宮内 京子 盛 佳子

110 F 03 409 Javier 山中 啓子 阿部 博子 原田 あや子 原田 龍次 山根 見鈴 戸塚 みづほ

111 F 04 406 パンドラ 山本 敦子 山下 汀 藤曲 恵子 舟橋 典子 近藤 郁子 渡部 信子

112 F 05 400 TOTO 尾形 圭史 谷 幸子 大野 美都子 武田 千恵子

113 F 06 389 吉祥寺Dolphins 相澤 俊郎 近藤 哲也 前浦 伸昭 津田 収一 村上 美保子 野口 勇介

114 F 07 385 しらさぎ 吉沢 典子 安原 民子 但井 浩二 但井 邦子 鍋島 進 鍋島 あい子

115 F 08 383 エトピリカ 奥田 曠晶 原 潤子 渡邊 洋子 小嶋 和子 澤田 雅子 青柳 明子

116 F 09 380 Kinich 大塚 裕見子 松尾 京子 渡辺 高根 青柳 圭祐 石井 宏治

117 F 10 367 Jacks & Bettys 佐々木 愛子 大塩 裕子 小沢 幹夫 澁谷 壽 関根 邦弘

118 F 11 366 レコリン 伊藤 圭子 茂理 紀子 広瀬 令子 杉野 光子 児玉 裕二

119 F 12 365 粗忽亭KENBO 小木曽 秀子 西尾 賢一 白木 穂美 西田 充子

120 F 13 351 UKIUKI 山田 睦子 篠田 徳美 伴 誠子 井ノ口 明子 西村 知美 渡部 千鶴香

121 F 14 324 クアトロフォルマッジ 新庄 恵以子 小原 富子 村上 朋代 東島 雅子 小野木 美弥子 国友 幸子

122 F 15 290 ウルル 髙村 幹子 高橋 孝夫 松尾 裕之 水落 公明 遠藤 道子 小野田 峰子

123 F 16 269 ぽとちゃん 小林 喜一 海老原 実千代 横繁 隆夫 谷本 覚 高知尾 克己 宮澤 八千代

124 F 17 229 Morgen 芝田 由紀子 三橋 慶喜 村田 繁夫 長田 裕一 新美 修 山崎 正子

125 F 18 199 ハナノキ 兵藤 紀子 大塚 世紀子 大塚 捷徳 池部 真佐子

126 F 19 177 青高い空の上から舞振る風と 橋本 一茂 片野 ますみ 田中 久美子 満井 鉄雄

127 F 20 155 JR 岩橋 洋一 大木 健次 伊藤 直彦 熊谷 暁 矢木 薫 中島 俊英


