
朝日新聞社杯参加者名簿 2023/1/6

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 備考

1 A A 01 3367 福昇 陳 大偉 福吉 由紀 高野 英樹 古田 一雄 横井 大樹

2 A A 02 3189 APBFシニア Robert Geller 井野 正行 大政 哲人 前田 尚志

3 A 03 2704 Okay 山田 和彦 山田 彰彦 大野 京子 今倉 正史

4 A A 04 2550 パンセ 寺本 直志 浅越 ことみ 花山 武志 牲川 健志 田中 秀悟

5 A A 05 2313 たかやま 加来 浩 平田 隆彦 田中 陵華 高山 雅陽

6 A A 06 1862 APBFオープン 小原 明 奥野 良 李 斌 陳 悦辰

18 A A 07 1600 Msw KF Mak Zia Wai Crystal Tang Joyce Tung Kelvin Ng HoYee So

12 A A 08 1571 Merlion 佐藤 牧子 下保 俊子 早坂 雅之 成田 秀則 Choon Chou Loo Ze Ying Lam

7 A 09 1569 MORIMURA 趙 金龍 森村 俊介 千田 大丸 徐 トン

8 A A 10 1502 仙石響子 三浦 裕明 仙石 響子 小池 紀彰 伊藤 幸祐

15 A A 11 1458 TOP Park Jungyoon Chung Ilsub Jang Jungbae 瀬下 拓未 原田 裕己

9 A A 12 1382 阿部 弘也 島崎 彩子 吉田 正 平田 眞

10 A A 13 1284 上野のぱんだ 上田 哲也 上田 真理子 野田 裕之 野田 祐子

11 A A 14 1275 APBFウィメン 白銀 もとみ 高崎 恵 大手 瑠利 小久保 睦恵 宮部 佳世子 原澤 沙依

20 A A 15 1100 WYNN lynryung Hwang Hyunhee Kim Choonkyung Kim Jackie Sohn

14 A 16 864 長井 曜子 長浜 武彦 田中 治輝 吉野 直子

22 A 17 860 SPY X FAMILY 今橋 一泰 横山 純 花田 勉 荒川 聡一 小室 祐美 岡野 有紀子 B→A

19 A A 18 850 GLPD Kim Sun Young Byungjoo Min Yang Sungae Jungsun Lee

16 A A 19 379 ユースＡ 井上 布武 宋 逸寒 滝澤 憲 山田 朋宏 吉田 和博 川端 須開

17 A A 20 250 折原 良平 折原 尚子 浅井 潔 高橋 孝一
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38 B B 01 850 Bridge View Eunjoo Yea Sunjoo Yang Soonhwa Byun Haeran Kim Oaky Kim 2F

23 B 02 793 ソレイユ 津守 和子 梅津 由紀子 松崎 ケイ子 河村 妙子 長谷川 悦子 榎本 恵子 2F

24 B 03 737 phytocolorpurple 中林 満子 戸田 敬二 山田 充子 大島 妙子 2F

25 B B 04 728 Dark Stars 倉知 良紀 水間 洋二 Tan 瑞子 伊藤 美登利 斉藤 豊子 2F

26 B 05 722 Y's 吉田 真生 坂本 弥生 須藤 園子 淮田 朋子 都梅 伸子 宮田 周子 B1

27 B 06 716 ichiban 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 B1

28 B 07 714 KILT 栗原 由美 石原 忠司 立花 和子 Mark LaForge 鈴木 健一郎 B1

29 B 08 713 TASK 高橋 邦碩 柳澤 洋子 椿 旬子 小田 由美子 坂本 千秋 西脇 透 B1

13 B 09 713 菊池 敦 佐藤 春芳 逸見 徹 矢島 誠次郎 B1

30 B 10 712 金子 雄大 西村 輝子 西村 淳子 片山 尚徳 遠藤 瑛輔 2F

31 B 11 701 弐漢弐姫 後藤 しづか 高取 武夫 中島 至 下南 陽子 2F

32 B 12 686 百花繚乱 宮崎 昭夫 田中 裕子 川上 由美子 才藤 典子 2F

75 B 13 681 アンタレス 有田 妙子 星 維子 高坂 めぐみ 赤間 馨介 福森 千代美 2F

33 B 14 680 ラ・カンパネラ 仙頭 かおる 西浦 眞智子 石野 裕子 土居 友子 石原 啓子 筒井 晴美 B1

21 B B 15 680 赤山 由紀子 菊地 忠裕 小林 皐輝 杉本 大輔 山田 良一 B1

35 B B 16 643 連山 池田 直子 中谷 俊明 杉浦 彰俊 東 正子 中井 富子 小林 和子 B1

36 B B 17 410 ROLANDERS 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 B1

37 B B 18 180 ユースＢ 阿部 龍介 稲見 輝志 梅原 渚 西野 健太 島田 健太郎 B1
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34 C 01 680 武蔵芦屋 渡辺 祐子 外海 恵美子 中西 道子 深瀬 英子 B→C

39 C 02 653 MET 荒木 照子 野原 栄次 広瀬 敏治 萬木 美緒

40 C 03 642 あとで祭り 松川 真理子 高橋 美奈子 志賀 元明 伊井 康朗 小林 淳三

41 C 04 641 しとじとき 松澤 信行 波多江 隆児 新庄 裕司 中山 浩次 大橋 正幸

42 C 05 636 ちゃーさんず 小堀 徹 宇佐美 ヒサ 江副 しげ子 茂理 紀子 新田 和相 長門 由美子

43 C 06 621 珠龍 斉藤 千鶴乃 桜井 雅子 寺井 隆 塩田 淑子

44 C 07 614 はなまる子 福丸 玲子 和田 朋子 中村 和子 中村 英利子 内波 純子 百石 睦子

45 C 08 607 Brillante 塚本 健司 矢沢 隆雄 小貫 仁 関口 理恵 三澤 まり 中村 澄代

46 C 09 604 もりのくまさん 森永 誠子 安里 彰 金箱 豊充 安原 良一 熊野 桃子 安原 民子

47 C 10 597 Happy New Year Toby Curtis 石川 温子 胡 文輝 北村 駿弥

48 C C 11 594 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

49 C 12 593 WITH 日向 角野 恭子 岸 勇佑 松嶋 美津子 野口 勇介 山下 直大

50 C 13 581 一蓮托生 正井 和子 児玉 加代子 伊藤 裕子 安田 桃子 浅見 由美子 藤井 孝子

51 C 14 575 espoir 高橋 和子 小林 秀子 杉野 すみ子 松本 直人

52 C 15 556 AIR-TRF 松原 良 角田 喬 福山 陽子 松原 彩子

53 C 16 555 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 内山 哲紀

54 C 17 539 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

64 C C 18 407 STS3W 田代 隆亮 下市 徹 渡辺 高根 阪内 秀記 渡辺 法子 渡邊 洋子

55 C C 19 131 ユースＣ 井上 元紀 黒岩 星玲奈 齋藤 辰乃介 佐藤 正規 栁下 晃太郎

76 C C 20 51 ユースＧ 川西 祥平 仁平 蒼志 伊藤 千晶 樋口 敦 古口 佳央 池﨑 可南子
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57 D 01 520 ゴブリンズ 於久田 太郎 三本 泰子 大川 裕子 大澤 邦子 馬場 多絵子 向江 奈保美

58 D 02 519 HARMONY 草柳 由紀 田中 啓子 宅 能理子 岩田 圭以子 坂井 泉 西川 奈央

59 D 03 516 まつぼっくり 森 比早子 松尾 博美 有村 明子 石田 久美子 柴田 由美子 藤本 晃子

60 D 04 512 Merry Potter 秋山 圭子 篠田 徳美 伴 誠子 栗原 裕美 鷺山 千聡 英 裕子

61 D 05 493 TIKYNN 西村 知美 石原 徳博 辻 早苗 中村 壽子 河野 久美子 八木 清美

62 D 06 454 Rainbow 鈴木 聖美 西尾 賢一 大久保 琴美 白木 穂美 石田 栄治

63 D 07 434 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

66 D 08 427 細田 北條 旬 細田 博之 杉野 光子 中上 淳子 粟屋 和子 Richard Illingworth

65 D 09 403 大阪Dolphins 近藤 哲也 橋本 公二 橋本 正子 津田 収一 前浦 伸昭 相澤 俊郎

67 D 10 344 Table Cruise 大河原 慶太 遠藤 美智 大倉 淳 斉藤 健 白崎 隆浩 堀口 和義

69 D 11 321 NOVA 関根 恵子 Michael Reeves 長谷川 恵美子 望月 毅士 後藤 尚代 大橋 紗愛

70 D 12 294 札幌 尾形 圭史 谷 幸子 武田 千恵子 大野 美都子

71 D 13 280 ディム 松岡 朱美 伊藤 圭子 小木曽 秀子 西田 充子

72 D 14 197 表参道 小林 喜一 江越 洋二 保阪 武男 関野 秀雄 木川 圭二 宮澤 八千代

56 D 15 45 ユースＤ 稲村 優佳 原 怜歩 栗原 駿 長谷川 輝虎 三浦 優悟 山口 駿希

74 D 16 1 ユースＦ 岩淵 奏 根本 一輝 福地 陸斗 松澤 宗大 松山 諒哉 米沢 光太郎

73 D 17 0 ユースＥ 犬丸 翔太 権藤 志歩 中田 智貴 橋本 惇寿 平井 啓斗


