
 柳谷杯参加者名簿 2021/4/2

受付 No. 会場 MP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 A1 四谷BC 2F 177006 松尾絵里子 高野 英樹 奥野 良 小原 明 陳 大偉

2 A2 四谷BC 2F 167937 趙 金龍 久保 照美 陳 悦辰 李 斌

11 A3 四谷BC 2F 137672 ライン 三浦 裕明 木村 史子 藤本 たか子 高橋 和子 本田 貴大 横井 大樹

3 A4 四谷BC 2F 135579 牲川 健志 大野 京子 山田 彰彦 山田 和彦

4 A5 四谷BC 2F 133963 Blue Sky 井野 正行 加来 浩 高山 雅陽 田嶋 美津江 西田 奈津子

5 A6 四谷BC 2F 128204 森村 島崎 彩子 森村 俊介 阿部 弘也 今倉 正史 白銀 もとみ

6 A7 四谷BC 2F 116115 m♡akiko 寺本 直志 佐藤 牧子 柳澤 彰子 田中 秀悟

7 A8 四谷BC 2F 98674 NAITO 田中 陵華 内藤 佐紀子 有田 妙子 小池 紀彰 遠藤 瑛輔

8 A9 四谷BC 2F 95666 桜井 恒夫 菊池 敦 佐藤 春芳 吉田 正

9 A10 四谷BC 2F 95535 明るいチーム Robert Geller 荻原 節子 明楽 典子 梁 平

10 A11 四谷BC 2F 93183 蒋 懿 碇 恵子 大手 瑠利 徐 トン

12 A12 四谷BC 2F 88165 ジャックとマメの紀 平田 隆彦 長井 曜子 伊藤 幸司 上野山 麻紀

13 A13 四谷BC 2F 74789 関西1 上田 哲也 上田 真理子 野田 裕之 野田 祐子

18 A14 四谷BC 2F 74090 松原 山後 秀幸 松原 宣子 後藤田 俊輔 松田 崇志 金子 雄大
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14 B1 四谷BC 2F 70431 もとカノOK 高崎 恵 坂本 みどり 瀬戸口 宣子 原澤 沙依 A→B

15 B2 四谷BC 2F 66989 プランタン 石原 啓子 土居 友子 武田 純子 東 正子

16 B3 四谷BC 2F 66184 あとで祭り 松川 真理子 大政 哲人 高橋 美奈子 志賀 元明

17 B4 四谷BC 2F 66133 栗原 裕美 高草 英博 草柳 由紀 宅 能理子

19 B5 四谷BC 2F 61680 スプモーニ 松原 良 天野 徹 松原 彩子 高野 和生

20 B6 四谷BC 2F 60049 KyusyuSVS 勝部 俊宏 杉野 すみ子 胡 文輝 勝部 雅子

21 B7 四谷BC 2F 59445 I LOVE BRIDGE 赤山 由紀子 杉本 大輔 菊地 忠裕 小林 皐輝

22 B8 四谷BC 2F 59081 マイペンライ 高橋 克己 阪口 みどり 高野 佳子 早坂 雅之

24 B9 四谷BC 2F 56809 あんのさん 宮代 利子 森山 節子 小西 慶久 横山 純 岡野 有紀子

25 B10 四谷BC 2F 56652 バティントン 萬木 美緒 安原 良一 田中 裕子 都梅 伸子

26 B11 四谷BC 2F 54079 緒方 敏広 伊藤 美登利 植木 克彦 荒川 聡一

27 B12 四谷BC 2F 51823 赤間 馨介 梅津 由紀子 松崎 ケイ子 子野日 陽子

28 B13 四谷BC 2F 50887 ピーココポリー 椿 旬子 津守 和子 榎本 恵子 小田 由美子 C→B
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23 C1 四谷BC 地下 50591 吉田 真生 鶴岡 和幸 千田 大丸 勝村 展吉

29 C2 四谷BC 地下 48350 allamanda 山本 そよ子 穴沢 啓子 浅利 知世 吉岡 瑞子

30 C3 四谷BC 地下 46282 渡辺 祐子 山口 悦子 中川 和子 飯田 喜和子

31 C4 四谷BC 地下 45552 大野 美智子 岩橋 道子 武内 秀子 河村 妙子 美沢 房子

32 C5 四谷BC 地下 45519 百花繚乱 宮崎 昭夫 川上 由美子 才藤 典子 杉野 光子

33 C6 四谷BC 地下 44942 まちかねた同窓会 瀬下 拓未 萩原 健太 山下 直大 岸 勇佑 木山 智裕 及川 直弥

34 C7 四谷BC 地下 44427 珠龍 斉藤 千鶴乃 塩田 淑子 中村 和子 福丸 玲子 西浦 眞智子 立花 和子

35 C8 四谷BC 地下 44388 ヌキテパ 加藤 眞智子 下南 陽子 齋藤 陽子 森 比早子

36 C9 四谷BC 地下 44049 DENBEE 内波 純子 千葉 明美 太田 みちよ 谷口 由記

37 C10 四谷BC 地下 42877 関西2 有村 明子 佐藤 道子 田中 美奈子 吉野 直子

38 C11 四谷BC 地下 42168 アッシュ 荒木 照子 広瀬 敏治 加茂 京子 新田 和相

39 C12 四谷BC 地下 41373 原田 裕己 西村 輝子 西村 淳子 中西 智昭 山本 哲太郎
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40 D1 高田馬場BC 40743 ララ 井上 礼子 佐藤 優子 林 美和子 須藤 園子

41 D2 高田馬場BC 39126 Liar x Liar 本間 幸直 大塚 裕見子 今橋 一泰 青柳 圭祐 新谷 良澄

49 D3 高田馬場BC 38272 折原 良平 折原 尚子 浅井 潔 常盤 勝美 佐々木 和則 張 書棣

42 D4 高田馬場BC 38231 川畑 章子 小野 道子 西村 優作 片山 尚徳

43 D5 高田馬場BC 38065 Dark Stars 倉知 良紀 水間 洋二 Tan 瑞子 小澤 豊彦

44 D6 高田馬場BC 37252 TASK 高橋 邦碩 柳澤 洋子 松嶋 美津子 坂本 千秋 西脇 透

45 D7 高田馬場BC 36213 ZAHARI 岩田 和子 粟屋 和子 小野木 美弥子 多田 知子 柳田 紀江

46 D8 高田馬場BC 34433 Ablaze 北島 章子 磯部 智子 正井 和子 関根 恵子

47 D9 高田馬場BC 33979 小林 のり子 泉 浄 浅見 由美子 児玉 加代子

48 D10 高田馬場BC 33867 ブルーローズ 坪井 千鶴子 橋立 京子 高木 直子 仲田 紀子

50 D11 高田馬場BC 32446 uokin 百石 睦子 和田 朋子 青柳 明子 澤田 雅子

51 D12 高田馬場BC 30875 AquaDragon 池田 直子 黒沢 陽子 富沢 タツ子 富沢 礼子
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52 E1 高田馬場BC 30346 さとやま 中村 壽子 河野 久美子 南 温子 春名 真理子

53 E2 高田馬場BC 27118 ポンタ 平野 啓子 藤井 孝子 若松 愛子 伊藤 洋子

54 E3 高田馬場BC 25192 橋本 公二 杉浦 彰俊 入江 哲生 橋本 正子

55 E4 高田馬場BC 24475 ブリちゃん 遠藤 美穂子 瀧瀬 正子 本田 えり子 板垣 大子

56 E5 高田馬場BC 23392 ameba 星 維子 高坂 めぐみ 逸見 徹 宮部 佳世子

58 E6 高田馬場BC 23210 遊子 山田 敬子 岸上 康子 鈴木 真理 橋本 泰子 山口 慶子

57 E7 高田馬場BC 22760 春蘭 原 裕子 小峯 幸子 安田 桃子 武井 寿子

59 E8 高田馬場BC 22696 吉祥寺Dolphins 近藤 哲也 前浦 伸昭 村上 美保子 野口 勇介

60 E9 高田馬場BC 21232 Table Cruise 大倉 淳 白崎 隆浩 藤田 宏之 大河原 慶太 斉藤 健

62 E10 高田馬場BC 18107 坂部 富美子 渋谷 太郎 近藤 美智子 山崎 洋子 等 裕子

61 E11 高田馬場BC 17608 もりのくまさん 森永 誠子 安里 彰 金箱 豊充 熊野 桃子

63 E12 高田馬場BC 17503 小室 裕一 小沢 幹夫 佐々木 愛子 清水 光子


