
 2019年全日本地域対抗戦関東予選 参加者名簿 2019/5/8

受付 ﾌﾗｲﾄ 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 備考

1 A 3356 APBF OPEN 寺本 直志 田中 陵華 加来 浩 古田 一雄 田中 秀悟 横井 大樹

2 A 3253 TAJIMA 田嶋 美津江 井野 正行 陳 大偉 高山 雅陽 三浦 裕明

3 A 2853 Okay 山田 和彦 山田 彰彦 大野 京子 牲川 健志

5 A 1821 First Club 岩田 浩昭 奥野 良 小原 明 定村 正 高野 英樹 緒方 敏広

6 A 1546 松原 松原 宣子 高橋 克己 吉田 勝 山後 秀幸

7 A 1381 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 小久保 睦恵

8 A 1306 あとのお祭り 松川 真理子 大政 哲人 豊福 京子 志賀 元明

9 A 1210 APBF MIXED 野田 裕之 野田 祐子 成田 秀則 高崎 恵

10 A 1188 Rhein 木村 史子 高橋 美奈子 藤本 たか子 水内 愛子 予選スイスのみ

11 A 1133 阿部弘也 島崎 彩子 阿部 弘也 李 斌 小池 紀彰

12 A 1114 桜井 恒夫 菊池 敦 伊藤 菊夫 佐藤 春芳

13 A 1006 趙 金龍 碇 恵子 蒋 懿 森村 俊介 徐 トン

25 A 781 塩田 淑子 林 眞紀子 坂田 恵美 萬木 美緒 大塩 裕子

14 A 769 LAS FLORES 西村 輝子 西村 淳子 浅越 ことみ 立花 和子

15 A 632 六色の団子 赤間 馨介 高坂 めぐみ 星 維子 正村 祐一 荒川 聡一 植木 克彦

16 A 576 折原 良平 折原 尚子 三宅 淳代 森本 広志 浅井 潔 常盤 勝美
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17 B 726 浜松 金子 雄大 小林 皐輝 日野 雄之 山田 良一 山本 哲太郎

18 B 698 園池 実方 中西 智昭 弓削 裕要 田辺 仁士

19 B 616 怒鎚 陳 悦辰 王 婉 萩原 健太 鶴岡 和幸 汪 宇飛

20 B 455 横浜Dolphins 相澤 俊郎 近藤 哲也 前浦 伸昭 野口 勇介

21 C 648 じゃがじゃが 小山 麻理子 谷口 由記 太田 みちよ 中嶋 祥子

22 C 494 Grand jete 中島 恭子 長野 美雪 荒井 淳子 西村 知美

23 D 470 Aim to higher 安田 峻 後閑 優里菜 西村 優作 神代 健司

24 D 327 Table Cruise 大倉 淳 大河原 慶太 白崎 隆浩 中西 駿介 六反園 昇吾 若海 美智


