
 2017年柳谷杯参加者名簿 2017/3/31

受付 Flt. MP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 267898 加来 浩 田嶋 美津江 井野 正行 高崎 恵

2 A 245204 NAITO 田中 陵華 内藤 佐紀子 山田 彰彦 横井 大樹

3 A 197219 SARA 寺本 直志 笹平 久美子 高野 英樹 高山 雅陽 河野 誠

4 A 181430 陳 大偉 福吉 由紀 清水 誠也 平田 隆彦

5 A 180452 IMAX 今倉 正史 木村 史子 高橋 和子 藤本 たか子 小池 紀彰

6 A 174079 牲川 健志 大野 京子 平田 眞 山田 和彦 池本 裕一

7 A 160102 ダイスを転がせ! 高橋 克己 仙石 響子 豊福 京子 田中 秀悟

8 A 129412 西田 奈津子 島村 京子 坂本 みどり 緒方 敏広

9 A 124924 中村 松原 宣子 中村 嘉幸 柴野 はるみ 山後 秀幸

10 A 123043 石原 啓子 土居 友子 武田 純子 東 正子

11 A 122591 ゆ～ゆ～ 野田 祐子 成田 秀則 佐藤 牧子 野田 裕之

12 A 120746 小野 道子 斉藤 豊子 飯田 康代 勝俣 敦子 子野日 陽子

13 A 113070 れんと 早坂 雅之 下保 俊子 上田 哲也 上田 真理子

14 A 109377 小阪 泰子 李 斌 川畑 章子 伊井 康朗

15 A 108549 Robert Geller 荻原 節子 久保 照美 趙 金龍

110 A 106356 First Club 定村 正 奥野 良 小原 明 岩田 浩昭

16 A 106262 能勢 敏郎 難波田 愈 片岡 久實 戸川 秀雄 森山 節子
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17 B 100424 LAS FLORES 西村 輝子 武内 秀子 浅越 ことみ 西村 淳子 原田 裕己 フライト変更

18 B 93509 杉田 協子 三浦 裕明 杉田 協子 中西 智昭 今給黎 英嗣

19 B 93239 あとでお祭り 松川 真理子 大政 哲人 高橋 美奈子 志賀 元明 安井 祥悟

20 B 87577 小澤 坂田 恵美 立花 和子 小澤 豊彦 中井 富子

22 B 83067 カオス 牧田 紀美 松崎 ケイ子 梅津 由紀子 赤間 馨介

23 B 81169 百花繚乱 川上 由美子 宮崎 昭夫 小平 邦夫 三輪 安紀子 八木 典子

24 B 81001 桜井 恒夫 朝岡 健一 多田 武彦 森 俊夫

25 B 75351 菅野 利子 石田 志津子 田中 治輝 長浜 武彦

26 B 75266 I'epice 西浦 眞智子 関口 理恵 仙頭 かおる 青木 紀子

27 B 73739 阿部 弘也 千田 大丸 田多井 菊雄 太田 裕子 関沢 美穂

28 B 73627 狼と七匹の子やぎ 高橋 文彦 広瀬 敏治 室井 章江 荒木 照子 関川 達明

29 B 73573 九州 田中 浩 勝部 俊宏 勝部 雅子 Toby Curtis

30 B 72756 パディントン 萬木 美緒 中村 和子 田中 裕子 須藤 園子

32 B 72319 フルーツカクテル 津山 美津子 臼井 紀代子 上野 幸子 太田 展子

33 B 70517 卯月 遠藤 洋子 柿沼 紀子 吉田 通子 沢田 光子

34 B 70146 太平楽 難波 園子 大平 真美子 田村 徹 石塚 実真子

35 B 68804 菊池 敦 神代 高弘 辻 芳郎 橋本 修治 フライト変更
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37 C 66854 Hashik 橋本 公二 橋本 正子 野原 栄次 石野 裕子 鶴岡 和幸

38 C 66400 浅井 麻美子 植松 絹美 松本 弘子 駒松 幸子

39 C 64823 Phyto color Team G 江場 大時 紅村 美奈子 戸田 敬二 山田 充子

40 C 64753 テディベア 井上 礼子 佐藤 優子 植野 正枝 木村 邦子

41 C 64643 Ispahan 中島 恭子 長山 恭子 田中 玉恵 高橋 宏子 佐伯 玲子 長野 美雪

42 C 64639 MIYAKO 鈴木 みや子 宇野 文子 佐藤 達子 南 節子

43 C 64480 折原 良平 浅井 潔 常盤 勝美 島崎 彩子 榎本 恵子 折原 尚子

44 C 64132 TASK 高橋 邦碩 坂本 千秋 柳澤 洋子 西脇 透 新田 和相 明楽 典子

46 C 63010 Quatrefoil 宮代 利子 三宅 淳代 森本 広志 佐藤 春芳

47 C 62630 Pineappo 森 比早子 下南 陽子 後藤 しづか 齋藤 陽子

48 C 62293 BOXフンド 角野 恭子 上野山 麻紀 小島 一久 天野 徹

49 C 61825 ポンタ 藤井 孝子 喜多 恭子 平野 啓子 若松 愛子

50 C 59848 Snappy G 柳澤 彰子 植木 克彦 片野 有一 水谷 建

51 C 57649 しとじとき 塚本 健司 波多江 隆児 新庄 裕司 松澤 信行

52 C 57010 JOS featuring Y. 工藤 信行 岡野 有紀子 杉山 和弘 杉山 靖子 滝沢 聡毅 山口 俊郎 フライト変更

53 C 56535 ameba 星 維子 高坂 めぐみ 逸見 徹 宮部 佳世子 フライト変更
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54 D 56366 永野 澄栄 大森 悦子 鈴木 京子 小宮 真弓 服部 寿子

55 D 56087 SMILE 大島 美代子 小川 和子 三宅 もと子 杉野 文子

56 D 55723 KKIN 中筬 恵丈 小谷 正幸 石塚 忠嗣 高坂 久美子

57 D 55465 NLM 有田 妙子 春名 真理子 八木 清美 草柳 由紀 西川 奈央 濱田 尚子

58 D 55110 Dark Stars 倉知 良紀 佐伯 和男 関山 宏子 黒川 晶夫

59 D 54903 かずねぇ 邑本 美佐 尾山 ゆかり 渡辺 和子 藤原 加奈江

60 D 53590 渡辺 麻理 一ノ瀬 さゆり 泉対 信太郎 泉対 宏子

61 D 53333 ラ･ビィ 山岸 由枝 松村 幸子 大木 清子 長門 由美子

62 D 52741 ルピナス 加藤 眞智子 宮田 周子 額田 恵美子 伊藤 由紀子

63 D 50751 MAKA不思議 佐藤 万里 千葉 明美 田中 啓子 善野 敦子 片木 美紀

64 D 50211 ブリちゃん 遠藤 美穂子 瀧瀬 正子 本田 えり子 板垣 大子

65 D 49577 中西 道子 石川 温子 高野 和生 陳 悦辰

66 D 48824 小林 のり子 泉 浄 宇野 京子 志水 恵美

67 D 48355 珠龍 斉藤 千鶴乃 桜井 雅子 寺井 隆 小林 信治

111 D 48153 ちゃかぽん 末松 孝之 白銀 哲也 曽根本 江美 臼井 正太 雨宮 ゆかり 歌田 由紀

68 D 47594 5estrellas 浅川 麻子 久保 公人 大和田 妙子 貞岡 佳子 三橋 容子
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69 E 47580 武藤 ひろみ 田中 修子 佐藤 末広 村 千賀子

70 E 47493 木村 しげ子 茂理 紀子 小泉 典子 佐々木 依子

71 E 46551 坂部 富美子 渋谷 太郎 近藤 美智子 山崎 洋子

72 E 45676 アイリス 石川 ちはる 橋立 京子 坪井 千鶴子 大島 文子

73 E 44541 関西1 高橋 香織 前田 尚志 山本 菊子 若林 誠

84 E 44356 細田 粟屋 和子 細田 博之 祢屋 節子 多田 知子 北條 旬 フライト変更

74 E 43844 関根 恵子 長谷川 恵美子 田中 千代子 田村 敬子

75 E 43393 さくら 野村 英子 若狭 信子 佐野 広子 米山 裕子

76 E 43065 高木 直子 佐野 恵美 柴田 邦子 中村 壽子

77 E 42673 mimimamu 百石 睦子 堀川 みどり 丹沢 美奈子 箸本 眞紀子

78 E 42581 遊子 山口 慶子 山田 敬子 脇野 政子 岸上 康子 鈴木 真理 渡辺 敦子

79 E 42507 MIN`T 今野 かづみ 多田 眞理子 亀田 真理子 森 眞砂子

80 E 42159 陶山 光子 吉瀬 由美子 児玉 加代子 正井 和子
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81 F 42132 Q Singleton 本間 幸直 佐々木 和則 横山 純 鈴木 宏一 藤田 千恵 フライト変更

82 F 42086 関西2 畑中 和子 山田 靖子 西村 君子 深澤 光佐子 フライト変更

83 F 41815 NIKO 伊藤 和子 小川 多美枝 成田 みずほ 菊地 澄子

85 F 41059 AZMAX 東 正記 西村 恵理 村越 さよ子 長谷川 恵子

86 F 40013 Tutto bene 畔柳 智 松澤 節子 堀口 和義 畔柳 百合子

87 F 39704 Tweety Birds 大屋 和幸 西田 かおり 石原 徳博 辻 早苗 井内 隆之 松原 恵美

88 F 39425 伊藤 菊夫 三橋 慶喜 青木 克彦 牛尾 元春

97 F 38385 チーム･ジャカランダ 北原 靖久 岩波 常昌 田中 紀八郎 増田 彰久 小山 和也 吉住 紘一郎 フライト変更

89 F 37787 鳩山 道子 鳩山 勝郎 米沢 美代子 坂本 真理子 松嶋 美津子

90 F 37173 花火 海和 文夫 木内 輝和 矢沢 隆雄 水間 洋二

91 F 36638 グ ランマズ 武井 寿子 小野 節子 石原 妙子 竹村 ちえ

92 F 36404 K's & Q's 後藤 真澄 木全 千秋 西尾 賢一 福井 裕子

95 F 34934 しらさぎ 吉沢 正文 吉沢 典子 但井 浩二 但井 邦子 会場変更取消
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96 G 34819 サンダーバード 渡邊 洋子 小嶋 和子 田代 隆亮 水原 文 会場変更

98 G 34069 安田 桃子 山田 みどり 田中 敦子 増田 佐代子 中垣 文子

99 G 34020 もりのくまさん 森永 誠子 安里 彰 金箱 豊充 熊野 桃子

100 G 33127 小室 裕一 小沢 幹夫 佐々木 愛子 清水 光子

101 G 33009 関西3 大畑 省吾 田中 知子 末次 悦子 藤本 晃子

102 G 31368 MINTY 澤田 雅子 青柳 明子 横内 しのぶ 和田 朋子

103 G 30605 ユースA 金子 雄大 日野 雄之 滝澤 憲 江口 秀太

104 G 30455 相澤 俊郎 近藤 哲也 前浦 伸昭 村上 美保子 種村 敦子

105 G 29321 King & Queeeen 尾形 圭史 坪谷 七魚子 中尾 美穂 谷 幸子

106 G 28545 彩の国 広瀬 令子 小国 幸子 熊須 美智子 関根 節子

107 G 28394 小林 喜一 上西 秀子 海老原 実千代 横繁 隆夫 木川 圭二

108 G 19924 ユースB 片桐 直人 遠藤 瑛輔 Derek Neo 齊藤 周平 木野 洸平 城戸 万裕子

109 G 19146 津田 万里子 日南田 光子 花井 静子 新井 有子

112 H


