
 藤山杯参加者名簿 2022/6/28

受付 希望 Ｆｌｔ. SP合計 代表 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 メンバー6 変更

1 A A1 3678 大政 哲人 Robert Geller 井野 正行 今倉 正史 山田 和彦

2 A2 3160 陳 大偉 平田 隆彦 加来 浩 高山 雅陽

3 A A3 2896 寺本 直志 浅越 ことみ 牲川 健志 田中 秀悟 三浦 裕明

4 A4 2318 趙 金龍 碇 恵子 李 斌 陳 悦辰

5 A A5 2185 大野 京子 山田 彰彦 阿部 弘也 平田 眞

6 A A6 1719 大手 瑠利 宮国 亜矢子 宮国 健次 古田 一雄

7 A A7 1604 蒋 懿 森村 俊介 徐 トン 小池 紀彰 千田 大丸

8 A8 1263 緒方 敏広 奥野 良 小原 明 佐々木 和則 張 書棣

9 A9 1250 坂本 みどり 西田 奈津子 高崎 恵 原澤 沙依

10 A10 900 日野 雄之 赤山 由紀子 杉本 大輔 伊藤 幸祐 山田 良一

11 A11 832 金子 雄大 本間 幸直 今橋 一泰 横山 純

12 A12 810 島崎 彩子 細田 博之 北條 旬 花田 勉

13 A13 804 野村 誠 芳賀 俊一 田中 裕子 水間 洋二
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14 B1 762 桜井 恒夫 三橋 慶喜 矢島 誠次郎 佐藤 春芳

15 B2 689 角野 恭子 長井 曜子 岸 勇佑 山下 直大

16 B3 649 高橋 和子 杉野 すみ子 深澤 光佐子 斉藤 豊子 小林 秀子

17 B4 627 山口 悦子 原 裕子 西浦 眞智子 立花 和子

18 B5 623 宮崎 昭夫 筒井 晴美 川上 由美子 森 比早子 才藤 典子

19 B6 612 萬木 美緒 広瀬 敏治 荒木 照子 野原 栄次

20 B7 596 浅見 由美子 渡辺 祐子 児玉 加代子 大橋 マチ子

21 B8 586 西村 淳子 片山 尚徳 園池 実方 西村 輝子

22 B9 558 井上 礼子 佐藤 優子 小林 のり子 喜多 恭子

23 B10 553 倉知 良紀 Tan 瑞子 伊藤 美登利 Ernie Yasuo Ina

24 B11 518 高橋 邦碩 柳澤 洋子 武内 秀子 坂本 千秋 西脇 透

25 B12 308 田村 徹 田村 実真子 正木 優子 櫻田 実佳


