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1 A A A01 2668 NAITO 田中 陵華 内藤 佐紀子 陳 大偉 古田 一雄 横井 大樹

2 A A A02 2571 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 A A03 2310 Okay 山田 和彦 山田 彰彦 大野 京子 今倉 正史

4 A A A04 2098 MORIMURA 趙 金龍 森村 俊介 陳 悦辰 李 斌 徐 トン 蒋 懿

5 A A A05 1945 Robert Geller 井野 正行 久保 照美 荻原 節子 吉田 真生

11 A A A06 1465 島村 京子 碇 恵子 坂本 みどり 定村 正 山田 良一 大手 瑠利

60 A A A07 1433 仙石響子 三浦 裕明 仙石 響子 平田 眞 吉田 正 吉田 勝

6 A A A08 1404 APBFミックス 早坂 雅之 下保 俊子 野田 裕之 野田 祐子 上田 哲也 上田 真理子

7 A A A09 1358 松原 松原 宣子 木村 史子 藤本 たか子 高橋 克己 長浜 武彦

8 A A A10 1264 阿部弘也 島崎 彩子 阿部 弘也 千田 大丸 小池 紀彰

9 A A A11 1141 APBFウィメンズ 西田 奈津子 高崎 恵 原澤 沙依 佐藤 牧子 白銀 もとみ

12 B A12 1073 プラスα 飯山 春代 中川 澄江 芳賀 俊一 野村 誠 飯山 修

13 B A13 1064 桜井 恒夫 菊池 敦 矢島 誠次郎 佐藤 春芳

10 A A A14 919 NOZOMI 伊藤 幸司 阪口 みどり 大政 哲人 前田 尚志

19 A A15 898 緒方 敏広 小原 明 高坂 めぐみ 星 維子 張 書棣 赤間 馨介
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14 B B01 877 日野 雄之 渡辺 法子 原田 裕己 赤山 由紀子

15 B B02 778 ハムピ 花田 勉 小室 祐美 荒川 聡一 横山 純 今橋 一泰 岡野 有紀子

16 B B03 751 ノースポール 後藤 しづか 下南 陽子 水口 幸子 中川 涼子 加藤 眞智子 北島 章子

17 B B04 737 golden Blue 高橋 和子 小林 秀子 杉野 すみ子 胡 文輝 田中 裕子 水間 洋二

20 B B05 711 あとで祭り 松川 真理子 高橋 美奈子 志賀 元明 伊井 康朗

21 C B06 689 アッシュ 荒木 照子 広瀬 敏治 加茂 京子 新田 和相 萬木 美緒 須藤 園子

22 C B07 681 TASK 高橋 邦碩 柳澤 洋子 小田 由美子 椿 旬子 坂本 千秋 西脇 透

61 C B08 679 細田 北條 旬 細田 博之 粟屋 和子 多田 知子 高橋 加代子 松田 奉子

24 C B09 677 はなまるこ 福丸 玲子 坂野 愛子 百石 睦子 和田 朋子 中村 和子 中村 英利子

33 B B B10 571 ROLANDERS 伊藤 幸祐 今給黎 英嗣 田辺 仁士 中西 智昭 山本 哲太郎 弓削 裕要



朝日新聞社杯参加者名簿 2021/7/21

受付 希望
受付
Ｆｌｔ．

Ｆｌｔ.
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 会場変更

25 C C01 676 全集中の萩柱 菊地 忠裕 杉本 大輔 萩原 健太 江口 秀太 小林 皐輝

26 C C02 675 allamanda 山本 そよ子 穴沢 啓子 吉田 俊江 喜好 千和子 浅利 知世 吉岡 瑞子

27 C C03 667 TOMY 大野 美智子 坂本 弥生 都梅 伸子 宮田 周子

28 C C04 666 UkiUkki 栗原 裕美 高草 英博 秋山 圭子 伴 誠子 宇佐美 ヒサ 小堀 徹

29 C C05 639 スプモーニ 松原 良 天野 徹 松原 彩子 高野 和生

30 C C06 624 アンダンテ 関口 理恵 三澤 まり 中村 澄代 小貫 仁 勝村 展吉 野原 栄次

31 D C07 612 百花繚乱 才藤 典子 宮崎 昭夫 川上 由美子 小久保 睦恵 八木 壮介

32 D C08 577 チーム名 金子 雄大 西村 輝子 西村 淳子 西村 優作 片山 尚徳 遠藤 瑛輔

35 D C09 557 珠龍 斉藤 千鶴乃 桜井 雅子 寺井 隆 塩田 淑子

48 C C C10 395 Jacks&Bettys 佐々木 愛子 小沢 幹夫 林 眞紀子 澁谷 壽 関根 邦弘 大塩 裕子
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36 D D01 555 Milk Tea 西村 知美 八木 清美 河野 久美子 中村 壽子 辻 早苗 石原 徳博 高田馬場

37 D D02 524 Rhythm 谷口 由記 太田 みちよ 中嶋 祥子 小山 麻理子 岩田 圭以子 草柳 由紀 高田馬場

38 D D03 505 しとじとき 松澤 信行 波多江 隆児 新庄 裕司 中山 浩次 塚本 健司 高田馬場

49 D D04 501 川畑 章子 鶴岡 和幸 栁下 晃太郎 園池 実方 葛 文ヒコ 小野 道子 高田馬場

39 D D05 479 ケセラケラ 鈴木 京子 松澤 節子 藤井 孝子 伊藤 裕子 磯部 智子 永野 澄栄 高田馬場

40 D D06 478 いっきゅうSUN 渡辺 祐子 深瀬 英子 松嶋 美津子 小島 一久 高田馬場

43 E D07 461 ブルーハート 脊山 史代 藤本 和也 小森 収 久保田 みちよ 上田 美枝子 福岡 知子

44 E D08 459 ゴブリンズ 三本 泰子 於久田 太郎 大澤 邦子 藤田 薫 馬場 多絵子 大川 裕子

42 E D09 437 The Next Era 松村 孝志 中澤 允伸 和田 智之助 白井 枝真 俵木 幸子 樽井 三枝子

46 E D10 405 橋本 公二 橋本 正子 小林 淳三 田代 隆亮 入江 哲生 奥 英之

47 E D11 402 連山 池田 直子 国友 幸子 杉浦 彰俊 杉本 英三 村上 美奈子

53 E D12 325 オオルリ 長谷川 恵美子 後藤 三郎 杉本 啓介 宇野 栄 中田 武男 関根 恵子

56 E D13 270 表参道 小林 喜一 関野 秀雄 江越 洋二 宮澤 八千代 久米井 江身子 天野 千鶴子

57 E D14 230 Table Cruise 大河原 慶太 斉藤 健 堀口 和義 白崎 隆浩 中西 駿介 大倉 淳

58 E D15 131 JR 岩橋 洋一 伊藤 直彦 矢木 薫 熊谷 暁 後藤 英生 山本 広行

59 E D16 119 ユース 川端 須開 山田 朋宏 安田 峻 池﨑 可南子 肖 宇祺 甚野 航希


