
朝日新聞社杯参加者名簿 2020/1/10

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 変更

1 A A 01 3308 FUKUYOSHI 陳 大偉 福吉 由紀 田中 陵華 古田 一雄 横井 大樹

2 A A 02 3263 パンセ 寺本 直志 浅越 ことみ 高野 英樹 牲川 健志 田中 秀悟

3 A 03 3115 シニア選抜 山田 和彦 山田 彰彦 大野 京子 井野 正行 今倉 正史

4 A A 04 2295 ちーむたかやま 加来 浩 田嶋 美津江 平田 隆彦 小林 泰 高山 雅陽

5 A A 05 1836 上野のぱんだ 野田 裕之 野田 祐子 上田 哲也 上田 真理子

6 A A 06 1625 松原 松原 宣子 木村 史子 藤本 たか子 高橋 克己 長浜 武彦

120 A 07 1614 大手 瑠利 碇 恵子 島村 京子 西田 奈津子 坂本 みどり 池本 裕一

7 A A 08 1590 仙石 響子 三浦 裕明 平田 眞 吉田 正 吉田 勝

8 A A 09 1551 阿部 弘也 島崎 彩子 阿部 弘也 李 斌 小池 紀彰 陳 悦辰

9 A 10 1449 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

10 A 11 1391 明るいチーム Robert Geller 荻原 節子 白銀 もとみ 吉田 真生 明楽 典子

11 A 12 1275 Alice 佐藤 牧子 下保 俊子 早坂 雅之 梁 平

14 A 13 1197 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙｽﾘﾘﾝｸﾞ 本間 幸直 今橋 一泰 原澤 沙依 宮部 佳世子 高崎 恵

12 A A 14 1114 森村 蒋 懿 森村 俊介 趙 金龍 大橋 正幸 徐 トン

13 A A 15 1054 NOZOMI 阪口 みどり 前田 尚志 大政 哲人 伊藤 幸司

15 A 16 992 桜井 恒夫 菊池 敦 橋本 修治 佐藤 春芳

17 A A 17 944 ユースA 山本 哲太郎 田辺 仁士 中西 智昭 本田 貴大 原田 裕己 弓削 裕要

18 A A 18 718 ユースB 小野 想真 宋 逸寒 吉田 和博 遠藤 瑛輔 川端 須開 高橋 瑠菜

19 A A 19 Monds Park Jungyoon Kim Chunkyung Park Myunkee Hwang Iynryung

20 A A 20 Seoul Kim Daehong Roh Seungjin Kang Seongseok Lee Sooik
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16 B 01 963 プラスα 飯山 春代 中川 澄江 芳賀 俊一 野村 誠 飯山 修 A→B

21 B 02 882 倉田 効市朗 立花 和子 栗原 由美 武村 光隆

22 B B 03 856 HELLO WORLD 岡野 有紀子 小久保 睦恵 小室 祐美 花田 勉 横山 純

23 B B 04 853 石田 志津子 後藤 豊子 田中 治輝 東出 佳子

24 B 05 836 あとでお祭り 松川 真理子 高橋 美奈子 志賀 元明 伊井 康朗

25 B 06 835 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

26 B 07 831 I-STAND 仙頭 かおる 西浦 眞智子 石野 裕子 土居 友子 飛鳥田 富美江 石原 啓子

27 B 08 815 FUKUOKA 山崎 直 松本 直人 杉野 すみ子 胡 文輝

28 B 09 813 TASK 柳澤 洋子 高橋 邦碩 坂本 千秋 西脇 透 小田 由美子 椿 旬子

29 B 10 812 ペチカ 大田 容子 栗田 正子 坂本 倫子 木村 あをえ 西山 真理 小野 道子

30 B B 11 801 ただひろ 小林 皐輝 菊地 忠裕 伊藤 幸祐 杉本 大輔 萩原 健太 山田 良一

31 B 12 799 パールホワイト 浅井 麻美子 山下 治子 松本 弘子 小島 喜子 森 俊夫 野口 妙子

33 B 13 787 星 維子 宮国 健次 中島 貞子 高坂 めぐみ 矢島 誠次郎 逸見 徹

34 B 14 787 がまの冷汗 三宅 淳代 森本 広志 折原 尚子 佐々木 和則 浅井 潔 常盤 勝美

35 B 15 783 SOO RAD 染宮 祥子 徳重 陽子 石橋 由美子 大屋 久美子 坂井 恵子 加藤 美砂江

36 B 16 782 百花繚乱 小平 邦夫 宮崎 昭夫 筒井 晴美 川上 由美子 八木 典子

37 B 17 781 日野 雄之 吉川 節子 荒川 聡一 鶴岡 和幸 芹川 祐輔 Battulga Tuguldur

38 B B 18 702 イプシロン 坂本 弥生 関山 宏子 山田 芙三子 淮田 朋子 高橋 順子 川畑 章子

39 B B 19 305 ユースC 長谷川 一旗 園池 実方 江口 秀太 近藤 廉太郎 片桐 直人 佐保 栄太朗

40 B B 20 201 ユースD 井上 布武 滝澤 憲 竹内 快 肖 宇祺 甚野 航希



朝日新聞社杯参加者名簿 2020/1/10

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 変更

41 C 01 740 荒木 照子 下市 徹 広瀬 敏治 新田 和相 加茂 京子 萬木 美緒

42 C 02 739 allamanda 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

43 C 03 735 ガーネット 宮田 章子 鮫島 小夜子 東 正子 中井 富子 都梅 伸子 宮田 周子

44 C 04 733 Verveine 中島 恭子 古川 光正 細川 和豊 山本 千春 戸名 真理 長野 美雪

45 C 05 728 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 中川 涼子

46 C 06 707 Totally Groovy Toby Curtis 石川 温子 Mark LaForge 松原 彩子 松原 良

47 C 07 689 伊藤 菊夫 青木 克彦 塩田 淑子 辻 芳郎

48 C 08 675 コパン2020 塚本 健司 小貫 仁 中村 澄代 矢沢 隆雄 三澤 まり 関口 理恵

49 C D 09 657 WASABI 伏田 邦男 伏田 清子 渡辺 容子 根岸 真紀子 木村 恵子 原 雅英

50 C 10 643 さくら組 林 美和子 竹村 ちえ 小野 節子 武井 寿子 石原 妙子

51 C 11 642 一蓮托生 正井 和子 児玉 加代子 伊藤 裕子 堀川 みどり 浅見 由美子 安田 桃子

52 C 12 636 スノーフレーク 山下 和子 原 裕子 小峯 幸子 山口 悦子 三好 典子 高島 君代

53 C 13 629 BOXフンド 角野 恭子 松嶋 美津子 小島 一久 天野 徹

54 C 14 629 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

55 C 15 629 金子 雄大 西村 輝子 西村 淳子 並木 亮 西村 優作 山田 朋宏

56 C 16 625 phytocolorPurple 中林 満子 戸田 敬二 山田 充子 大島 妙子

57 C 17 625 ハルサザンカ 藤井 孝子 吉岡 和起子 若松 愛子 喜多 恭子 磯部 智子 伊藤 育美

58 C C 18 185 ユースE 駒本 理恵 後閑 優里菜 栁下 晃太郎 井上 元紀 池﨑 可南子

59 C C 19 64 ユースF 坂口 美伊 大塩 幹 長谷川 慶 米倉 晴紀

60 C C 20 Bridge View Yang Sun Joo Byun Soon Hwa Song Insook Kim Haeran
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61 D 01 624 ポップ　ジャンプ 鈴木 京子 小宮 真弓 大森 悦子 永野 澄栄 関根 恵子 北島 章子

62 D 02 621 しとじとき 松澤 信行 波多江 隆児 新庄 裕司 中山 浩次

63 D 03 618 phyto color Red 佐藤 貴幸 鈴木 健一郎 高野 佳子 藤井 千幸 紅村 美奈子

65 D 04 598 fuwafuwa 渡辺 祐子 青木 紀子 深瀬 英子 上野山 麻紀

66 D 05 594 バンザイ山椒 山本 佳子 石田 陽子 佐野 恵美 高木 直子 仲田 紀子 工藤 三紀子

67 D 06 592 WINNNN 野村 英子 若狭 信子 岩倉 恵美子 中尾 史子 中谷 俊明 西村 厚子

122 D 07 586 JOS 杉山 和弘 滝沢 聡毅 工藤 信行 山口 俊郎 杉山 靖子

68 D 08 583 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

69 D 09 580 グランジュッテ 津田 廸子 清水 アツ江 堀 裕子 居城 郁子 倉島 咲子 秋山 正子

70 D 10 576 珠龍 斉藤 千鶴乃 桜井 雅子 寺井 隆 小林 信治

81 D 11 575 みるく 西村 知美 八木 清美 奈良 泰子 阪内 秀記 河野 久美子 中村 壽子

71 D 12 570 HaNaBi 海和 文夫 水間 洋二 木内 輝和 明丸 興造 田中 裕子

72 D 13 565 わろてんか 横山 千寿子 木下 理子 豊田 明子 大丸 征子

73 D 14 555 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

74 D 15 545 忘れじの 沖谷 邦 黒沢 陽子 沼田 恵智子 伊集院 孝子 三橋 容子 和田 外喜子

75 D 16 544 とりさん'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

76 D 17 541 ラブグリーン 遠藤 美穂子 泉 浄 小林 のり子 大塚 麻由美 本田 えり子 板垣 大子

64 D D 18 524 はなまるこ 福丸 玲子 宮代 利子 渡辺 敦子 和田 朋子 百石 睦子

79 D D 19 47 ユースG 津川 拓斗 金原 史樹 小林 豪 中牟田 真 青木 勝之 鶴 直也

80 D D 20 30 ユースH 稲見 輝志 野上 寛明 清水 秀真 福嶋 了仁 野口 優心 星野 奏太
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77 E 01 536 Kinich 大塚 裕見子 青柳 嘉子 坂田 恵美 中村 伊公子 松尾 京子 宮野 浩 D→E

82 E 02 510 ゆいまーる6 岡崎 典子 川野 えりか 柏 たえ 永山 理子 竹中 あつみ 今井 敬子

121 E 03 496 遊子 山田 敬子 脇野 政子 鈴木 真理 岸上 康子 橋本 泰子 山口 慶子

83 E 04 496 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

84 E 05 490 Coraggio 中野 由美 田中 規子 牧野 暢子 杉本 由紀子 奥村 弥子 石川 加代子

85 E 06 485 細田 北條 旬 細田 博之 祢屋 節子 伊藤 圭子 中上 淳子 佐野 久弥

86 E 07 479 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

87 E 08 477 ZAHARI 小野木 美弥子 松岡 英子 山田 小枝子 牛尾 伸一 岩山 尚子 吉田 美奈子

88 E 09 475 まつぼっくり 森 比早子 松尾 博美 柴田 由美子 藤本 晃子

89 E 10 473 マジカルハート 中澤 允伸 梅原 広美 吉松 圭子 橋本 晴美 樽井 三枝子 脊山 史代

90 E 11 467 チームマリオ 小堀 徹 三本 泰子 宇佐美 ヒサ 宇佐美 元也 辻 早苗 石原 徳博

91 E 12 455 フーミンと仲間たち 加藤 福美 服部 登志子 荒谷 美奈子 堀越 悦子 鈴木 恵美子 小川 秀子

92 E 13 454 ガルデニア 大塚 昌子 畠山 孝 泉対 信太郎 泉対 宏子 三谷 麻里 伊藤 えり子

93 E 14 448 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

94 E 15 445 B5&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

95 E 16 436 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

96 E 17 435 倉谷 多得子 山田 靖子 本多 圭一 福田 礼子

97 E 18 431 UkiUki 山田 睦子 秋山 圭子 伴 誠子 篠田 徳美 栗原 裕美 渡部 千鶴香

98 E 19 428 相変わらず四国 藤塚 信典 畑 智子 橋本 公二 橋本 正子 入江 哲生

100 E E 20 318 Table Cruise 大倉 淳 井内 孝行 斉藤 健 白崎 隆浩 藤田 宏之 藏田 瑛司
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99 F 01 426 Jacks & Bettys 佐々木 愛子 小沢 幹夫 林 眞紀子 関根 邦弘 大塩 裕子 澁谷 壽 E→F

101 F 02 422 令和の奇跡 武藤 ひろみ 飯塚 久美子 石出 彰宏 小山 和也 吉住 紘一郎 守屋 正

103 F 03 407 ハビエル 山中 啓子 阿部 博子 山根 見鈴 原田 あや子 原田 龍次 谷川 京子

102 F 04 393 ハーモニーズ 福島 和子 花岡 節子 柴田 万智子 橋爪 優子 高成 恵美子 近藤 郁子

104 F 05 387 しらさぎ 吉沢 典子 安原 民子 大谷 明 但井 邦子 鍋島 進 鍋島 あい子

105 F 06 385 AZMAX 東 正記 西村 恵理 田中 裕子 村越 さよ子

106 F 07 378 エトピリカ 奥田 曠晶 渡邊 洋子 小嶋 和子 澤田 雅子 青柳 明子 原 潤子

107 F 08 364 パンドラ 小野田 峰子 髙村 幹子 鈴木 秀子 山下 汀 藤曲 恵子 舟橋 典子

108 F 09 360 リィリィ 八木 則子 深谷 昌世 飯田 昌之 渡部 委鈴 正願地 かな子 安井 知子

110 F 10 358 ぽとちゃん 横繁 隆夫 海老原 実千代 谷本 覚 高知尾 克己 上西 秀子 小川 世津子

109 F 11 351 小江戸 安永 真 安永 和子 井ノ口 明子 市川 昭子 渡辺 良子 田口 さつき

111 F 12 331 札幌 田村 徹 田村 実真子 正木 優子 櫻田 実佳

112 F 13 329 Rumichan 6 小谷 正幸 長谷川 俊 長谷川 千歳 安井 留美

113 F 14 312 etto 渡辺 法子 田代 隆亮 横山 丘直 風間 誠一 奥 英之

114 F 15 302 後藤 真澄 松岡 朱美 丸橋 律子 田内 陽子 大塚 捷徳 大塚 世紀子

115 F 16 292 KENBOー 鈴木 聖美 西尾 賢一 白木 穂美 大久保 琴美

116 F 17 292 表参道 小林 喜一 江越 洋二 保阪 武男 田中 範子 関野 秀雄 宮澤 八千代

117 F 18 242 Morgen 芝田 由紀子 三橋 慶喜 長田 裕一 村田 繁夫 新美 修 山崎 正子

118 F 19 241 KISH 佐藤 陽子 佐藤 美穂子 池部 真佐子 兵藤 紀子 河野 桂子 纐纈 紗代

119 F 20 204 JR 岩橋 洋一 伊藤 直彦 山本 広行 矢木 薫 熊谷 暁 後藤 英生


