
 2017年高松宮記念杯参加者名簿 2017/9/15

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 希望/変更

1 A01 NAITO 田中 陵華 内藤 佐紀子 陳 大偉 古田 一雄 横井 大樹 3705 A

2 A02 TAJIMA 加来 浩 田嶋 美津江 井野 正行 高山 雅陽 河野 誠 3261

3 A03 SARA 寺本 直志 笹平 久美子 高野 英樹 牲川 健志 田中 秀悟 2838 A

4 A04 Okay 山田 和彦 山田 彰彦 大野 京子 大政 哲人 2344 A

5 A05 Morimura 阿部 弘也 福吉 由紀 今倉 正史 森村 俊介 1871

6 A06 仙石響子 三浦 裕明 仙石 響子 瀬下 拓未 本田 貴大 小池 紀彰 1659 A

7 A07 Great God 坂本 みどり 島村 京子 瀬戸口 宣子 大神 正康 西田 奈津子 1585

8 A08 TBA Robert Geller 荻原 節子 久保 照美 趙 金龍 徐 トン 1526 A

9 A09 Rhein 原田 裕己 木村 史子 豊福 京子 高橋 美奈子 藤本 たか子 1513

10 A10 HAYASAKA 佐藤 牧子 下保 俊子 早坂 雅之 伊藤 陽一 野田 祐子 野田 裕之 1503 A

11 A11 NYIK 飯田 康代 勝俣 敦子 中谷 孝子 柳田 由美 1485

12 A12 Panda 高崎 恵 島崎 彩子 平田 眞 吉田 正 1257 A

13 A13 NANIWADA 能勢 敏郎 難波田 愈 戸川 秀雄 片岡 久實 高野 和生 1248

14 A14 First Club 岩田 浩昭 奥野 良 小原 明 定村 正 1207

17 A15 ブルゾンまりこ with B 柳澤 彰子 上田 真理子 上田 哲也 植木 克彦 1197 Flt.変更

15 A16 CONTADOR 田多井 菊雄 宮国 健次 太田 裕子 宮国 亜矢子 大手 瑠利 1186 A
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18 B01 カルドンチェッリ 武田 純子 川島 和子 宮田 章子 川畑 章子 山田 芙三子 1118

16 B02 crocodile 山邑 幸子 松崎 ケイ子 牧田 紀美 坂本 弥生 赤間 馨介 1040 A希望取消

19 B03 寅寅 小阪 泰子 李 斌 應 暁寅 陳 悦辰 Mark LaForge Toby Curtis 1032

20 B04 徳重 陽子 染宮 祥子 石橋 由美子 田中 裕子 946

21 B05 KTN 小林 秀子 小林 和子 高橋 和子 中井 富子 937

22 B06 ローズマリー 吉本 園 小宮山 則子 大平 真美子 難波 園子 星加 玲子 中本 君代 926

23 B07 坂田 恵美 伊藤 美登利 宮代 利子 坂口 由子 水谷 建 926

24 B08 湘南女子会第2部 播 由美代 江副 しげ子 布施 圭子 吉本 容子 田中 真由美 白銀 もとみ 919

25 B09 MULBERRY 越 美子 桑原 真子 田中 充 杉浦 彰俊 908

26 B10 狼と七匹の子やぎ 高橋 文彦 広瀬 敏治 荒木 照子 関川 達明 石野 裕子 893

27 B11 桜井 恒夫 菊池 敦 橋本 修治 佐藤 春芳 891

28 B12 アリエッタ 関口 理恵 西浦 眞智子 内波 純子 千葉 明美 835

29 B13 百花繚乱 川上 由美子 小平 邦夫 杉野 正勝 宮崎 昭夫 八木 典子 797

30 B14 LAS FLORES 西村 輝子 信太 美千子 浅越 ことみ 西村 淳子 785

32 B15 ユースA 小林 皐輝 日野 雄之 菊地 忠裕 金子 雄大 長谷川 一旗 遠藤 瑛輔 704 B

68 B16 Dark Stars 倉知 良紀 佐伯 和男 Tan 瑞子 小澤 豊彦 459 B/Flt.変更
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31 C01 青い鳥 栗田 正子 木村 あをえ 伊藤 美樹子 大田 容子 須藤 園子 761 Flt.変更

33 C02 TASK 高橋 邦碩 柳澤 洋子 坂本 千秋 西脇 透 明楽 典子 730

34 C03 珠龍 斉藤 千鶴乃 津守 和子 桜井 雅子 寺井 隆 小林 信治 717

35 C04 パールホワイト 浅井 麻美子 森 俊夫 松本 弘子 駒松 幸子 安藤 紀子 川村 博子 702

36 C05 alamamda 山本 そよ子 穴沢 啓子 吉田 俊江 喜好 千和子 697

37 C06 しとじとき 松澤 信行 波多江 隆児 新庄 裕司 望月 敦 塚本 健司 松澤 節子 693

38 C07 フルーツカクテル 津山 美津子 臼井 紀代子 上野 幸子 若狭 信子 692

39 C08 ユースB 山本 哲太郎 萩原 健太 山田 良一 江口 秀太 今給黎 英嗣 田辺 仁士 679 C

40 C09 ルビナス 加藤 眞智子 宮田 周子 額田 恵美子 伊藤 由紀子 貞岡 佳子 岡田 愛子 668

41 C10 JOS ft.Y 杉山 和弘 岡野 有紀子 滝沢 聡毅 工藤 信行 山口 俊郎 杉山 靖子 666

42 C11 ameba 星 維子 高坂 めぐみ 矢島 誠次郎 逸見 徹 原澤 沙依 宮部 佳世子 665

43 C12 I LOVE BRIDGE 赤山 由紀子 伊藤 幸祐 杉本 大輔 松田 崇志 鶴岡 和幸 648

44 C13 パディントン 萬木 美緒 塩田 淑子 中村 和子 福丸 玲子 蜂巣 征子 633

45 C14 ルビーの指輪 喜多 恭子 平野 啓子 小林 のり子 泉 浄 631

46 C15 ナインチェ 飯島 恭子 山下 治子 長島 敏子 小島 喜子 村井 三賀代 金子 澄恵 628

47 C16 le pont 三好 典子 小峯 幸子 山下 和子 山口 悦子 高島 君代 原 裕子 623
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48 D01 河野 まき子 浅見 由美子 中川 涼子 田中 玉恵 623 Flt.変更

49 D02 午後もBridge! 本間 幸直 佐々木 和則 小久保 睦恵 横山 純 612

50 D03 折原 良平 森本 広志 三宅 淳代 浅井 潔 常盤 勝美 折原 尚子 595

51 D04 吉祥寺Dolphins 相澤 俊郎 近藤 哲也 前浦 伸昭 村上 美保子 587

52 D05 きら星 鈴木 京子 小野瀬 厚子 伊藤 裕子 正井 和子 永野 澄栄 大森 悦子 582

53 D06 坂本 映子 南 節子 鈴木 みや子 佐藤 達子 580

54 D07 もりのくまさん 森永 誠子 安原 良一 安里 彰 金箱 豊充 熊野 桃子 575

55 D08 HIYAYAKKO 百石 睦子 堀川 みどり 高成 恵美子 坪井 千鶴子 丹沢 美奈子 鈴木 裕子 575

56 D09 がっはっは本舗 松川 真理子 糀谷 章一 山菅 昭夫 並木 亮 571

57 D10 KYBC 西村 明子 藤井 哲 丸山 孝子 青木 律子 田染 則子 高橋 幸子 540

58 D11 細田 北條 旬 細田 博之 祢屋 節子 武内 秀子 水口 幸子 佐野 久弥 536

59 D12 遠藤 美穂子 瀧瀬 正子 本田 えり子 板垣 大子 536

60 D13 Samantha Vavasa 橋立 京子 石川 ちはる 大島 文子 河野 久美子 田村 敬子 532

61 D14 八ヶ岳縦走 池田 直子 杉本 由紀子 金田 れい子 掛山 由紀子 佐藤 路子 福岡 知子 521

62 D15 さくら組 武井 寿子 小野 節子 石原 妙子 竹村 ちえ 林 美和子 510

64 D16 ユースC 吉田 和博 及川 直弥 美馬 佑亮 三宅 貴史 中谷 諒平 片桐 直人 434 D



 2017年高松宮記念杯参加者名簿 2017/9/15

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 希望/変更

63 E01 BOXフンド 角野 恭子 松嶋 美津子 小島 一久 天野 徹 502 第2試合から

65 E02 辻 芳郎 青木 克彦 長谷川 恵美子伊藤 菊夫 489 第1試合から

66 E03 Ispahan 中島 恭子 高橋 宏子 佐伯 玲子 長野 美雪 469 第1試合から

67 E04 ちゃかぽん 臼井 正太 末松 孝之 雨宮 ゆかり 曽根本 江美 461

69 E05 とろんとろん 梅田 修子 広田 正和 田村 徹 石塚 実真子 450

70 E06 佐野 恵美 関根 恵子 柴田 邦子 高木 直子 服部 登志子 石田 陽子 426

71 E07 Jacks & Bettys 佐々木 愛子 小沢 幹夫 澁谷 壽 関根 邦弘 大塩 裕子 杉本 英三 411

79 E08 チーム・ジャカランダ 北原 靖久 岩波 常昌 増田 彰久 平田 務 小山 和也 田中 紀八郎 382

72 E09 ユースD 園池 実方 中西 智昭 片山 尚徳 松縄 知晃 佐保 栄太朗 358

73 E10 FESTINA LENTE 川手 若菜 斉藤 好幸 堀口 和義 大橋 マチ子 杉田 啓子 小宮 隆雅 348

74 E11 花火 海和 文夫 木内 輝和 矢沢 隆雄 明丸 興造 細川 和豊 水間 洋二 346

75 E12 しらさぎ 吉沢 典子 吉沢 正文 但井 浩二 但井 邦子 鍋島 進 鍋島 あい子 326

76 E13 渡辺 法子 青木 美知子 江川 温子 服部 寿子 田代 隆亮 奥 英之 281

77 E14 IPCC 山下 吉雄 野原 栄次 松田 和康 金子 正彦 武井 輝統 草場 律 222

78 E15 JR 岩橋 洋一 大木 健次 伊藤 直彦 熊谷 暁 矢木 薫 中島 俊英 176

80 E16


