
 2017年藤山杯参加チーム 2017/6/30

受付 No. SP 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 希望

1 A1 Yeh Bros Chen Yeh Yalan Zhang Juei-Yu Shih Ping Wang 陳 大偉 寺本 直志 A

2 A2 3237 井野 正行 田嶋 美津江 今倉 正史 山田 和彦 大政 哲人 A

3 A3 2998 横井 大樹 田中 芙美 田中 陵華 古田 一雄 小池 紀彰

4 A4 2642 加来 浩 平田 隆彦 高山 雅陽 河野 誠 A

5 A5 2427 田中 秀悟 笹平 久美子 高野 英樹 吉田 勝 牲川 健志

6 A6 2072 大野 京子 山田 彰彦 阿部 弘也 平田 眞 A

7 A7 2070 Robert Geller 荻原 節子 久保 照美 三浦 裕明 A

13 A8 1502 赤間 馨介 藤本 たか子 木村 史子 趙 金龍 高橋 克己 A

8 A9 1490 島村 京子 坂本 みどり 西田 奈津子 大神 正康 伊藤 幸祐 A

9 A10 1331 佐藤 牧子 下保 俊子 早坂 雅之 伊藤 陽一

10 A11 1330 山後 秀幸 松原 宣子 原田 裕己 小林 皐輝 A

11 A12 1313 張 書棣 奥野 良 小原 明 Fu Zhong A

12 A13 1138 中川 澄江 岩橋 道子 太田 裕子 関沢 美穂

14 A14 1070 宮国 健次 中島 貞子 宮国 亜矢子 大手 瑠利 A
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15 B1 989 小阪 泰子 李 斌 川畑 章子 應 暁寅

16 B2 877 倉田 効市朗 Mark LaForge 立花 和子 陳 悦辰

17 B3 864 松川 真理子 高橋 美奈子 志賀 元明 伊井 康朗

18 B4 785 川上 由美子 小平 邦夫 宮崎 昭夫 八木 典子

19 B5 779 内波 純子 千葉 明美 西浦 眞智子 曽根本 江美

20 B6 774 高橋 文彦 広瀬 敏治 荒木 照子 関川 達明

21 B7 744 伊藤 美登利 坂田 恵美 花田 勉 久保 公人

30 B8 722 倉知 良紀 佐伯 和男 Tan 瑞子 関山 宏子 南條 フミ子

22 B9 722 杉山 和弘 滝沢 聡毅 工藤 信行 山口 俊郎 杉山 靖子

23 B10 712 萬木 美緒 中村 和子 大田 容子 須藤 園子 蜂巣 征子

24 B11 683 高橋 邦碩 柳澤 洋子 坂本 千秋 西脇 透

25 B12 659 西村 輝子 三輪 安紀子 浅越 ことみ 西村 淳子 園池 実方

26 B13 652 石野 裕子 野原 栄次 塚本 健司 木戸 進 関口 理恵

27 B14 649 小林 和子 野村 英子 伊藤 左千子 若狭 信子
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28 C1 630 波多江 隆児 立岡 健治 松澤 信行 松澤 節子

29 C2 627 井上 礼子 佐藤 優子 小林 のり子 澤間 泰子

31 C3 601 加藤 眞智子 宮田 周子 額田 恵美子 伊藤 由紀子

32 C4 550 浅井 麻美子 植松 絹美 松本 弘子 小島 喜子

33 C5 545 角野 恭子 松嶋 美津子 萩原 健太 天野 徹

34 C6 540 田辺 仁士 中西 智昭 本田 貴大 弓削 裕要

35 C7 530 山口 慶子 山田 敬子 脇野 政子 鈴木 真理 渡辺 敦子

36 C8 527 遠藤 美穂子 板垣 大子 本田 えり子 泉 浄

37 C9 502 野口 妙子 長島 敏子 駒松 幸子 細川 和豊

38 C10 488 本間 幸直 横山 純 小久保 睦恵 藤田 千恵

40 C11 418 武井 寿子 竹村 ちえ 石原 妙子 小野 節子

41 C12 411 橋本 公二 近藤 哲也 前浦 伸昭 相澤 俊郎

42 C13 291 海和 文夫 木内 輝和 矢沢 隆雄 明丸 興造

43 C14 268 木村 邦春 石塚 実真子 正木 優子 櫻田 実佳
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