
朝日新聞社杯参加者名簿 2022/1/7

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 3065 福昇 福吉 由紀 古田 一雄 陳 大偉 高野 英樹 横井 大樹

2 A 02 2598 Okay 山田 和彦 山田 彰彦 大野 京子 今倉 正史

3 A A 03 2598 パンセ 寺本 直志 浅越 ことみ 花山 武志 牲川 健志 田中 秀悟

4 A 04 1900 MORIMURA 趙 金龍 森村 俊介 蒋 懿 徐 トン 陳 悦辰 李 斌

5 A A 05 1890 たかやま 加来 浩 平田 隆彦 高山 雅陽 田中 治輝 田嶋 美津江

6 A 06 1754 Japan Senior Robert Geller 井野 正行 大政 哲人 前田 尚志

7 A A 07 1517 仙石 響子 三浦 裕明 仙石 響子 小池 紀彰 伊藤 幸祐

8 A A 08 1413 レオン 佐藤 牧子 島村 京子 坂本 みどり 西田 奈津子 伊藤 陽一 正村 祐一

9 A A 09 1349 ぽちぱんだ 早坂 雅之 下保 俊子 上田 哲也 上田 真理子 野田 裕之 野田 祐子

10 A 10 1308 阿部 弘也 島崎 彩子 千田 大丸 松原 宣子

11 A 11 1154 桜井 恒夫 菊池 敦 矢島 誠次郎 佐藤 春芳

12 A A 12 1149 赤間 馨介 大手 瑠利 宮国 亜矢子 宮国 健次 赤間 馨介

13 A A 13 1059 NOZOMI 伊藤 幸司 阪口 みどり 豊福 京子 高橋 克己 定村 正 岩田 浩昭

74 A 14 1046 芳賀 俊一 高野 和生 野村 誠 中川 澄江 飯山 春代 上田 幸穂

14 A 15 1042 Hoshi 星 維子 高坂 めぐみ 白銀 もとみ 有田 妙子 田中 陵華

15 A A 16 973 日野 雄之 赤山 由紀子 原田 裕己 本田 貴大 小林 皐輝 菊地 忠裕

16 A 17 836 倉田 効市朗 立花 和子 栗原 由美 Mark LaForge

73 A A 18 507 田辺 仁士 今給黎 英嗣 中西 智昭 萩原 健太 山本 哲太郎 弓削 裕要
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17 B 01 825 united gems 仙頭 かおる 西浦 眞智子 石野 裕子 土居 友子 石原 啓子 宮代 利子

18 B 02 809 色づく世界の明日から 花田 勉 小室 祐美 胡 文輝 杉野 すみ子 横山 純 岡野 有紀子

19 B 03 783 百花繚乱 川上 由美子 宮崎 昭夫 才藤 典子 田中 裕子 水間 洋二 小久保 睦恵

20 B 04 780 武蔵芦屋 渡辺 祐子 上野山 麻紀 中西 道子 深瀬 英子

21 B 05 765 ソレイユ 津守 和子 榎本 恵子 梅津 由紀子 松崎 ケイ子 長谷川 悦子 河村 妙子

68 B 06 755 Dark Stars 倉知 良紀 佐伯 和男 Tan 瑞子 伊藤 美登利 本間 幸直

22 B 07 751 Belle Qquipe Toby Curtis 石川 温子 勝部 雅子 勝部 俊宏

23 B 08 701 merci 柳澤 彰子 成田 秀則 植木 克彦 荒川 聡一

72 B 09 701 原澤 沙依 高崎 恵 宮部 佳世子 逸見 徹

32 B 10 686 Y's 都梅 伸子 坂本 弥生 宮田 周子 淮田 朋子 須藤 園子 吉田 真生

24 B 11 666 あとで祭り 松川 真理子 高橋 美奈子 志賀 元明 伊井 康朗

25 B 12 659 TASK 高橋 邦碩 柳澤 洋子 小田 由美子 椿 旬子 坂本 千秋 西脇 透

27 B 13 648 SOO RAD 染宮 祥子 徳重 陽子 石橋 由美子 大屋 久美子 加藤 美砂江 鎌苅 公子

28 B 14 642 アンダンテ 関口 理恵 三澤 まり 中村 澄代 矢沢 隆雄 勝村 展吉 小貫 仁

26 B 15 636 まつぼっくり 森 比早子 松尾 博美 後藤 しづか 下南 陽子 三本 泰子

29 B 16 633 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

30 B 17 625 Gold Child 金子 雄大 西村 輝子 西村 淳子 片山 尚徳 遠藤 瑛輔 山田 朋宏

31 B 18 622 珠龍 斉藤 千鶴乃 桜井 雅子 寺井 隆 塩田 淑子

33 B B 19 193 ユースA 吉田 和博 出原 敦志 北村 晴香 坂口 美伊 松本 颯 米倉 晴紀
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71 C 01 622 smile 中嶋 祥子 小山 麻理子 谷口 由記 太田 みちよ 蓮沼 真寿美 福嶋 涼子 B→C

76 C 02 594 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

34 C 03 588 はなまるこ 福丸 玲子 中村 和子 中村 英利子 百石 睦子 和田 朋子 内波 純子

69 C 04 586 しとじとき 松澤 信行 波多江 隆児 新庄 裕司 中山 浩次

35 C 05 575 川畑 章子 鶴岡 和幸 小野 道子 葛 文ヒコ 園池 実方 栁下 晃太郎

36 C 06 574 KISEKI 橋本 公二 橋本 正子 小島 一久 松嶋 美津子 田代 隆亮 奥 英之

37 C 07 572 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 安原 民子

38 C 08 566 MET 荒木 照子 野原 栄次 広瀬 敏治 萬木 美緒

39 C 09 553 phytocolorpurple 戸田 敬二 中林 満子 山田 充子 大島 妙子

40 C 10 538 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 平野 啓子

41 C 11 524 お転婆と腕白 和田 智之助 平岡 陽子 山田 俊文 岸 洋子 椹木 由美子 田中 和明

42 C 12 522 コンジン 西村 知美 八木 清美 河野 久美子 中村 壽子 辻 早苗 石原 徳博

44 C 13 517 連山 池田 直子 杉浦 彰俊 中谷 俊明 中村 伊公子 玉川 裕子 小出 由紀子

45 C 14 498 WITH 日向 角野 恭子 岸 勇佑 野口 勇介 山下 直大

46 C 15 482 バンザイ山椒 仲田 紀子 工藤 三紀子 高木 直子 佐野 恵美 山本 佳子 田中 千代子

47 C 16 457 ゴブリンズ 於久田 太郎 大川 裕子 松村 孝志 馬場 多絵子 向江 奈保美 大澤 邦子

48 C 17 441 HARMONY 草柳 由紀 宅 能理子 岩田 圭以子 坂井 泉 田中 啓子 善野 敦子

51 C C 18 42 ユースC 涌井 創紀 阿部 龍介 香山 悠 西野 健太 伊藤 快 芹川 祐輔

50 C C 19 36 ユースB 齋藤 辰乃介 池﨑 可南子 北内 駿宇 関口 颯人 安永 伊織 西塔 彩乃

75 C C 20 13 ユースF 肖 宇祺 甚野 航希 梅原 渚 古口 佳央 栗原 駿
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49 D 01 437 スノーフレーク 山下 和子 小峯 幸子 高島 君代 山口 悦子 原 裕子 C→D

52 D 02 433 Air-TRF 松原 良 角田 喬 福山 陽子 松原 彩子

43 D 03 431 一蓮托生 正井 和子 児玉 加代子 伊藤 裕子 安田 桃子 大橋 マチ子 藤井 孝子

53 D 04 428 Jacks & Bettys 佐々木 愛子 小沢 幹夫 林 眞紀子 澁谷 壽 大塩 裕子 関根 邦弘

54 D 05 425 Uki Uki 山田 睦子 秋山 圭子 伴 誠子 篠田 徳美 栗原 裕美 渡部 千鶴香

55 D 06 413 The Panda 岩田 和子 小野木 美弥子 佐野 広子 須貝 ムツ子 山下 文子 米山 裕子

56 D 07 392 またこのごろや 沖谷 邦 三橋 容子 伊集院 孝子 伊藤 左千子 若狭 信子 和田 外喜子

57 D 08 382 JKK 小林 喜一 上西 秀子 小川 世津子 久米井 江身子 天野 千鶴子 宮澤 八千代

58 D 09 351 遊子 山田 敬子 脇野 政子 橋本 泰子 岸上 康子 鈴木 真理 山口 慶子

61 D 10 305 エトピリカ 奥田 曠晶 原 潤子 澤田 雅子 青柳 明子 渡邊 洋子 邑本 美佐

62 D 11 292 吉祥寺Dolphins 近藤 哲也 津田 収一 前浦 伸昭 相澤 俊郎 村上 美保子

63 D 12 263 Table Cruise 大河原 慶太 堀口 和義 斉藤 健 大倉 淳 白崎 隆浩 中西 駿介

64 D 13 247 Rainbow 鈴木 聖美 大久保 琴美 西尾 賢一 白木 穂美

65 D 14 113 JR 岩橋 洋一 伊藤 直彦 矢木 薫 熊谷 暁 後藤 英生 山本 広行

66 D 15 12 ユースD 青木 勝之 川西 祥平 齊田 賢志 山﨑 那菜 西多 史陽 鶴 直也

67 D 16 0 ユースE 新井 陽東 塩見 知史 福地 陸斗 松澤 宗大 岩淵 奏 米沢 光太郎


