
 高松宮記念杯参加者名簿 2022/9/9

受付 Flt.&No. チーム名 連絡担当者 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 SP 第1試合 希望/変更

1 A01 First Club 高野 英樹 奥野 良 小原 明 陳 大偉 加来 浩 高山 雅陽 3005 10:30

2 A02 アジアカップシニア Robert Geller 井野 正行 大政 哲人 前田 尚志 2929 10:30

3 A03 Okay 山田 和彦 山田 彰彦 大野 京子 今倉 正史 2899 10:30

4 A04 寺本 直志 碇 恵子 田中 陵華 牲川 健志 田中 秀悟 2600 10:30 A

5 A05 仙石響子 三浦 裕明 仙石 響子 横井 大樹 小池 紀彰 2447 10:30 A

6 A06 MORIMURA 趙 金龍 森村 俊介 陳 悦辰 李 斌 徐 トン 2363 10:30

7 A07 蜜蜂牛乳 大手 瑠利 宮国 亜矢子 宮国 健次 古田 一雄 1634 10:30 A

8 A08 阿部 弘也 島崎 彩子 吉田 正 平田 眞 1366 10:30

9 A09 Hanasaka 佐藤 牧子 下保 俊子 早坂 雅之 成田 秀則 1142 10:30 A

10 A10 西村 淳子 浅越 ことみ 信太 美千子 西村 輝子 1130 10:30

17 A11 プラスα 芳賀 俊一 中川 澄江 高野 和生 野村 誠 1091 10:30 B→A

11 A12 日野 雄之 緒方 敏広 瀬下 拓未 本田 貴大 1066 10:30 A

12 A13 アジアカップレディース 伊藤 美登利 西田 奈津子 高崎 恵 原澤 沙依 1046 10:30 A

13 A14 ライン 原田 裕己 木村 史子 高橋 美奈子 藤本 たか子 908 10:30 A

14 A15 NO Smoking 杉本 大輔 伊藤 幸祐 菊地 忠裕 弓削 裕要 赤山 由紀子 737 10:30 A

16 A16 折原 良平 折原 尚子 浅井 潔 常盤 勝美 337 10:30 A
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18 B01 赤間 馨介 小久保 睦恵 志賀 元明 片山 尚徳 松田 崇志 986 14:30

19 B02 桜井 恒夫 菊池 敦 橋本 修治 佐藤 春芳 929 14:30

20 B03 サイゼリア 大野 美智子 武内 秀子 河村 妙子 岩橋 道子 777 14:30

21 B04 7hearts 渡辺 祐子 山口 悦子 原 裕子 中西 道子 750 14:30

22 B05 唐辛子 荒木 照子 広瀬 敏治 塩田 淑子 萬木 美緒 749 10:30

23 B06 かずびーず 関口 理恵 今橋 一泰 内波 純子 千葉 明美 740 10:30

24 B07 金子 雄大 萩原 健太 山田 良一 江口 秀太 遠藤 瑛輔 小林 皐輝 698 10:30

25 B08 もりのくまさん 森永 誠子 安里 彰 金箱 豊充 安原 良一 安原 民子 熊野 桃子 692 10:30

26 B09 レキップMIEUX 重光 進 五島 かおり 深山 友子 山本 優梨子 673 10:30

27 B10 ichiban 染宮 祥子 徳重 陽子 石橋 由美子 田中 裕子 672 10:30

28 B11 百花繚乱 宮崎 昭夫 高橋 和子 川上 由美子 才藤 典子 658 10:30

29 B12 TASK 高橋 邦碩 椿 旬子 柳澤 洋子 小田 由美子 坂本 千秋 西脇 透 657 10:30
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38 C01 切磋琢磨 川畑 章子 鶴岡 和幸 大河原 慶太 園池 実方 飯塚 和希 小野 道子 652 14:30

30 C02 細田 北條 旬 細田 博之 Tan 瑞子 倉知 良紀 水間 洋二 佐野 久弥 644 14:30 B→C

31 C03 ヌキテパ 加藤 眞智子 下南 陽子 齋藤 陽子 森 比早子 642 14:30

32 C04 t y all 西浦 眞智子 立花 和子 伊藤 裕子 正井 和子 深瀬 英子 浅見 由美子 620 14:30

33 C05 張 書棣 佐々木 和則 定村 正 岩田 浩昭 伊藤 陽一 正村 祐一 607 10:30

34 C06 珠龍 斉藤 千鶴乃 桜井 雅子 寺井 隆 中村 和子 605 10:30

36 C07 Y's 吉田 真生 坂本 弥生 須藤 園子 淮田 朋子 595 10:30

37 C08 Air-TRF 松原 良 角田 喬 福山 陽子 松原 彩子 574 10:30

39 C09 マダム 遠藤 美穂子 藤井 孝子 本田 えり子 板垣 大子 507 10:30

40 C10 ルビーの指輪 小林 のり子 泉 浄 平野 啓子 喜多 恭子 489 10:30

41 C11 橋本 公二 杉浦 彰俊 相澤 俊郎 橋本 正子 439 10:30

42 C12 Jacks & Bettys 佐々木 愛子 林 眞紀子 大塩 裕子 澁谷 壽 小沢 幹夫 関根 邦弘 399 10:30


