
 柳谷杯参加者名簿 2022/4/8

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 234055 1st club 高野 英樹 奥野 良 小原 明 陳 大偉 加来 浩 高山 雅陽

2 A2 四谷BC 214479 OKAY 牲川 健志 大野 京子 山田 彰彦 山田 和彦

3 A3 四谷BC 196439 趙 金龍 久保 照美 李 斌 陳 悦辰

4 A4 四谷BC 190700 ライン 三浦 裕明 木村 史子 藤本 たか子 高橋 和子 横井 大樹 本田 貴大

6 A5 四谷BC 175965 森村 俊介 今倉 正史 阿部 弘也 千田 大丸 蒋 懿 小池 紀彰

5 A6 四谷BC 158316 Robert Geller 井野 正行 大政 哲人 前田 尚志

7 A7 四谷BC 155140 寺本 直志 佐藤 牧子 福吉 由紀 古田 一雄

67 A8 四谷BC 127281 IKARI 渡辺 法子 碇 恵子 島村 京子 田中 秀悟

8 A9 四谷BC 113705 NAITO 田中 陵華 内藤 佐紀子 星 維子 高坂 めぐみ 有田 妙子

10 A10 四谷BC 103702 アサコシ 森山 節子 浅越 ことみ 立花 和子 中村 和子 宮田 章子

9 A11 四谷BC 101772 A+M 坂本 みどり 瀬戸口 宣子 戸川 秀雄 能勢 敏郎 飯田 康代 鎌苅 公子

11 A12 四谷BC 100477 プランタン 石原 啓子 土居 友子 武田 純子 東 正子

12 A13 四谷BC 99234 松原 山後 秀幸 松原 宣子 正村 祐一 松田 崇志 金子 雄大

13 A14 四谷BC 93490 桜井 恒夫 菊池 敦 矢島 誠次郎 佐藤 春芳
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14 B1 四谷BC 82113 YATO 荻原 節子 吉田 正 明楽 典子 豊福 京子 A→B

15 B2 四谷BC 81901 日野 雄之 赤山 由紀子 伊藤 幸祐 小林 皐輝 菊地 忠裕

16 B3 四谷BC 81698 緒方 敏広 伊藤 美登利 荒川 聡一 植木 克彦

17 B4 四谷BC 73304 Paddington 萬木 美緒 安原 良一 広瀬 敏治 荒木 照子

18 B5 四谷BC 70368 加藤 眞智子 下南 陽子 齋藤 陽子 森 比早子

19 B6 四谷BC 69835 梅津 由紀子 松崎 ケイ子 子野日 陽子 張 書棣

20 B7 四谷BC 69649 あーちゃん 宮国 健次 中島 貞子 宮国 亜矢子 大手 瑠利

21 B8 四谷BC 69477 分福 田中 裕子 水間 洋二 相澤 俊郎 岡野 有紀子

22 B9 四谷BC 69326 DENBEE 内波 純子 千葉 明美 太田 みちよ 谷口 由記

23 B10 四谷BC 67914 津守 和子 榎本 恵子 椿 旬子 小田 由美子

24 B11 四谷BC 67867 HKT67 勝部 俊宏 杉野 すみ子 胡 文輝 勝部 雅子

25 B12 四谷BC 67856 川畑 章子 小野 道子 吉田 真生 鶴岡 和幸

26 B13 四谷BC 61467 西村 知美 池田 環 濱田 尚子 蓮沼 真寿美

28 B14 四谷BC 60576 GoziU 本間 幸直 今橋 一泰 佐々木 和則 横山 純
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29 C1 四谷BC 59219 珠龍 斉藤 千鶴乃 塩田 淑子 桜井 雅子 寺井 隆 宮部 佳世子

30 C2 四谷BC 58680 百花繚乱 才藤 典子 宮崎 昭夫 関根 恵子 川上 由美子

31 C3 四谷BC 56615 allamanda 山本 そよ子 穴沢 啓子 浅利 知世 吉岡 瑞子

32 C4 四谷BC 54697 I,S,N,W 飯田 喜和子 渡辺 祐子 中川 和子 坂部 富美子

33 C5 四谷BC 54000 小林 のり子 泉 浄 浅見 由美子 児玉 加代子

34 C6 四谷BC 53131 しとじとき 松澤 信行 新庄 裕司 中山 浩次 波多江 隆児 塚本 健司

35 C7 四谷BC 51563 原田 裕己 西村 輝子 西村 淳子 片山 尚徳 園池 実方

36 C8 四谷BC 50085 赤間 馨介 小久保 睦恵 遠藤 瑛輔 山田 朋宏

37 C9 四谷BC 48342 phyto color G 戸田 敬二 山田 充子 藤井 千幸 鈴木 健一郎

38 C10 四谷BC 47404 橋本 公二 杉浦 彰俊 近藤 哲也 前浦 伸昭 橋本 正子

39 C11 四谷BC 47327 ブルーローズ 坪井 千鶴子 橋立 京子 高木 直子 仲田 紀子

40 C12 四谷BC 46233 WITH 日向 角野 恭子 松嶋 美津子 小島 一久 山下 直大
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41 D1 高田馬場BC 44502 平野 啓子 藤井 孝子 山田 敬子 新田 和相 C→D

43 D2 高田馬場BC 42313 さとやま 中村 壽子 河野 久美子 春名 真理子 南 温子

44 D3 高田馬場BC 41942 Grand Smile 山口 悦子 原 裕子 山下 和子 小峯 幸子

45 D4 高田馬場BC 41356 永野 澄栄 服部 寿子 松谷 道子 鈴木 幸子

46 D5 高田馬場BC 41144 関西1 中西 道子 石川 温子 米倉 晴紀 松本 颯

47 D6 高田馬場BC 40284 関西3 木下 理子 横山 千寿子 宮崎 靖子 畑 智子

48 D7 高田馬場BC 38960 関西2 松尾 博美 柴田 由美子 川村 敬子 山田 育子

49 D8 高田馬場BC 38807 TASK 高橋 邦碩 武内 秀子 坂本 千秋 西脇 透

50 D9 高田馬場BC 37444 EHIO 遠藤 美穂子 本田 えり子 板垣 大子 大城戸 恵美子

51 D10 高田馬場BC 36002 ワイワイ 百石 睦子 淮田 朋子 青柳 明子 澤田 雅子

52 D11 高田馬場BC 30065 あとで祭り 松川 真理子 伊藤 陽一 高橋 美奈子 伊井 康朗

53 D12 高田馬場BC 27999 森林の里 森永 誠子 安里 彰 小林 信治 小林 佐登美
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54 E1 高田馬場BC 26047 井ノ口 明子 石塚 芳子 三枝 陽子 宮内 良子 北村 由枝

55 E2 高田馬場BC 25125 後藤 真澄 田内 陽子 西田 充子 松岡 朱美

56 E3 高田馬場BC 24418 Dark Stars 倉知 良紀 Tan 瑞子 小澤 豊彦 佐伯 和男

57 E4 高田馬場BC 24063 チビ太 西浦 眞智子 仙頭 かおる 伊藤 裕子 伊藤 由紀子

58 E5 高田馬場BC 22859 大塚 昌子 畠山 孝 泉対 信太郎 泉対 宏子

59 E6 高田馬場BC 22110 Table Cruise 大倉 淳 白崎 隆浩 大河原 慶太 中西 駿介 斉藤 健 堀口 和義

60 E7 高田馬場BC 17870 グランマズ 武井 寿子 小野 節子 竹村 ちえ 石原 妙子 荻本 佐和子

61 E8 高田馬場BC 17169 折原 良平 折原 尚子 浅井 潔 常盤 勝美

62 E9 高田馬場BC 16565 Air-TRF 松原 良 角田 喬 福山 陽子 松原 彩子

63 E10 高田馬場BC 12411 ユースA 井上 元紀 齋藤 辰乃介 中嶋 桜子 西塔 彩乃 栁下 晃太郎 津川 拓斗

64 E11 高田馬場BC 4349 kakasi2 田中 範子 今井 智士 大屋 久美子 坂井 恵子 山口 寿子

65 E12 高田馬場BC 3286 ユースB 西野 健太 阿部 龍介 梅原 渚 肖 宇祺


