
 2017年全日本地域対抗戦関東予選参加者名簿 2017/5/8

受付 フライト 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

1 A 3554 TAJIMA 陳 大偉 田嶋 美津江 寺本 直志 加来 浩 古田 一雄

2 A 3161 SARA 横井 大樹 笹平 久美子 高野 英樹 田中 陵華 田中 秀悟

3 A 3046 OKAY 牲川 健志 大野 京子 山田 彰彦 山田 和彦 井野 正行 豊福 京子

4 A 2145 仙石響子 三浦 裕明 仙石 響子 高山 雅陽 河野 誠 本田 貴大

5 A 1861 Japan Ladies 高崎 恵 下保 俊子 福吉 由紀 佐藤 牧子 野田 祐子 柳澤 彰子

6 A 1621 Robert Geller 荻原 節子 久保 照美 伊井 康朗

7 A 1474 エメラルド 西田 奈津子 島村 京子 大野 美智子 岩橋 道子

8 A 1457 松原 松原 宣子 高橋 克己 吉田 勝 山後 秀幸

9 A 1246 First Club 定村 正 奥野 良 小原 明 岩田 浩昭 張 書棣 佐々木 和則

10 A 1224 MORIMURA 中村 嘉幸 森村 俊介 阿部 弘也 角田 喬

11 A 1054 宮国 健次 中島 貞子 宮国 亜矢子 大手 瑠利

12 A 886 桜井 恒夫 朝岡 健一 伊藤 菊夫 佐藤 春芳

13 A 865 パディントン 萬木 美緒 塩田 淑子 中村 和子 須藤 園子 原田 裕己

14 A 819 島崎 彩子 折原 尚子 三宅 淳代 坂田 恵美

15 A 772 百花繚乱 川上 由美子 小平 邦夫 宮崎 昭夫 八木 典子

16 A 765 スタフ 赤間 馨介 星 維子 高坂 めぐみ 正村 祐一 志賀 元明

17 A 758 LAS FLORES 西村 輝子 信太 美千子 浅越 ことみ 西村 淳子

18 A 698 TASK 高橋 邦碩 柳澤 洋子 坂本 千秋 西脇 透

19 A 672 MASH 広瀬 敏治 荒木 照子 下市 徹 松尾 京子
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20 B 852 ユース 日野 雄之 田辺 仁士 小林 皐輝 中西 智昭 今給黎 英嗣

21 B 481 ちゃかぽん 臼井 正太 末松 孝之 雨宮 ゆかり 曽根本 江美

22 B 175 吉祥寺Dolphins 相澤 俊郎 近藤 哲也 前浦 伸昭 村上 美保子

23 C 542 Rainbow 長野 美雪 高橋 宏子 佐伯 玲子 坪井 康子 中島 恭子

24 C 524 pine tree 橋爪 優子 三浦 直子 阿部 久美子 中川 淳子 原 潤子 本間 容子

25 C 434 MAKA不思議 佐藤 万里 善野 敦子 千葉 明美 田中 啓子

26 C 362 MUTIARA 松岡 ゆかり 深沢 淑子 南 温子 下釜 繁子 鷲巣 真美

27 C 278 五平餅 大島 文子 河野 久美子 佐久間 彩子 坂上 信子

28 D 551 山本 哲太郎 山田 良一 萩原 健太 金子 雄大 江口 秀太

29 D 371 Tweety Birds 大屋 和幸 西田 かおり 石井 広一 高橋 岳彦 井内 隆之 石原 徳博

30 D 125 ダブルひろちゃん&みっちゃん 坪井 弘喜 竹之内 浩 竹之内 朱美 横山 麻美

31 D 110 チームIK 江越 洋二 横繁 隆夫 池田 稔 関野 秀雄 宮澤 八千代
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