
朝日新聞社杯参加者名簿 2017/1/6

受付 No. 会場 チーム名 氏名1 氏名2 氏名3 氏名4 氏名5 氏名6 SP合計 希望

1 A1 四谷地下 NAITO 田中 陵華 内藤 佐紀子 陳 大偉 古田 一雄 横井 大樹 3829 A

2 A2 四谷地下 2017 Senior 大政 哲人 山田 彰彦 大野 京子 井野 正行 今倉 正史 山田 和彦 3177 A

3 A3 四谷地下 たかやま 加来 浩 田嶋 美津江 平田 隆彦 高山 雅陽 河野 誠 3147 A

4 A4 四谷地下 SARA 寺本 直志 笹平 久美子 高野 英樹 牲川 健志 田中 秀悟 2758 A

5 A5 四谷地下 松原 松原 宣子 久保 照美 木村 史子 高橋 克己 長浜 武彦 1933 A

6 A6 四谷地下 JAPAN LADIES 野田 祐子 下保 俊子 柳澤 彰子 福吉 由紀 高崎 恵 佐藤 牧子 1908 A

7 A7 四谷地下 仙石響子 三浦 裕明 仙石 響子 小林 泰 小池 紀彰 1601

8 A8 四谷地下 GREAT GOD 坂本 みどり 大神 正康 瀬戸口 宣子 西田 奈津子 森山 節子 1405

9 A9 四谷地下 DEN 伝 準子 田村 恵美子 市川 千恵子 齋藤 邦子 飯田 康代 勝俣 敦子 1381

10 A10 四谷地下 明るいチーム Robert Geller 荻原 節子 明楽 典子 小久保 睦恵 白銀 哲也 1300

11 A11 四谷地下 太平楽 難波 園子 大平 真美子 中谷 孝子 柳田 由美 岡本 和子 星加 玲子 1300

12 A12 四谷地下 阿部 弘也 千田 大丸 成田 秀則 早坂 雅之 1220

13 A13 四谷地下 小阪 泰子 李 斌 應 暁寅 Mark LaForge 貴戸 祥郎 志賀 元明 1187

14 A14 四谷地下 crocodile 山邑 幸子 松崎 ケイ子 牧田 紀美 坂本 弥生 大佐古 庸子 赤間 馨介 1185

19 A15 四谷地下 角田 喬 福山 陽子 中村 嘉幸 森村 俊介 清水 康裕 野田 裕之 1154 A

15 A16 四谷地下 NANIWADA 能勢 敏郎 難波田 愈 戸川 秀雄 片岡 久實 小林 淳三 徳野 隆夫 1084

16 A17 四谷地下 宮国 健次 中島 貞子 宮国 亜矢子 大手 瑠利 1074 A

18 A18 四谷地下 ユースA 瀬下 拓未 原田 裕己 本田 貴大 小林 皐輝 伊藤 幸祐 1033 A

20 A19 四谷地下 キメラに決めた。 上田 邦夫 上中 幸代 海和 文夫 明丸 興造 1023

21 A20 四谷地下 M2t2 勝部 俊宏 勝部 雅子 上田 哲也 上田 真理子 1008 A

23 A21 四谷地下 プラスα 飯山 春代 中川 澄江 芳賀 俊一 野村 誠 飯山 修 979

24 A22 四谷地下 桜井 恒夫 菊池 敦 橋本 修治 佐藤 春芳 966

25 A23 四谷地下 ガーネット 宮田 章子 東 正子 石原 啓子 鮫島 小夜子 池田 直子 国友 幸子 938

26 A24 四谷地下 MULBERRY 越 美子 桑原 真子 田中 充 宮代 利子 水口 幸子 渡辺 法子 925

27 A25 四谷地下 OK team Chung Ilsub Sung Kyunghae Kim Chunkung Moon Junghyon  A

28 A26 四谷地下 Seoul Oh Hyemin Kim Hyeyoung Hwang Ingu Lee Inchul Kim Daehong Kang Songseok  A
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29 B1 四谷2階 和顔愛語 杉野 正勝 藤本 たか子 片桐 真弓 阪内 秀記 村上 美保子 南雲 夏彦 886

147 B2 四谷2階 トロペジェンヌ 武田 純子 川島 和子 川畑 章子 三室 英章 880

30 B3 四谷2階 1年赤組 赤山 由紀子 石野 裕子 塚本 健司 関口 理恵 Derek Neo 878

31 B4 四谷2階 SOO RAD 染宮 祥子 徳重 陽子 石橋 由美子 大屋 久美子 坂井 恵子 877

32 B5 四谷2階 百花繚乱 川上 由美子 小平 邦夫 宮崎 昭夫 三輪 安紀子 八木 典子 849

33 B6 四谷2階 Camellia 杉野 すみ子 椿 旬子 宮田 章子 松本 直人 838

34 B7 四谷2階 SMILE 長谷川 悦子 田尻 ベティ 上田 幸穂 榎本 恵子 田中 裕子 島崎 彩子 832

35 B8 四谷2階 ORCHID 家治 志磨子 小室 洋子 小谷 幸子 三浦 恭子 小林 和子 野村 英子 816

36 B9 四谷2階 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 福田 喜子 水内 愛子 812

37 B10 四谷2階 All Queens 吉本 容子 播 由美代 江副 しげ子 佐金 加代子 田中 真由美 白銀 もとみ 811

38 B11 四谷2階 LAS FLORES 西村 輝子 信太 美千子 加藤 美砂江 浅越 ことみ 西村 淳子 鎌苅 公子 809

39 B12 四谷2階 倉田 効市朗 中村 勤 立花 和子 栗原 由美 807

41 B13 四谷2階 狼と七匹の子やぎ 高橋 文彦 荒木 照子 広瀬 敏治 関川 達明 山口 翼 784

42 B14 四谷2階 エトワール 飯島 恭子 森 俊夫 藤岡 淑子 西村 明子 北島 章子 萬木 美緒 781

43 B15 四谷2階 細田 北條 旬 細田 博之 祢屋 節子 武内 秀子 小林 秀子 佐野 久弥 779

44 B16 四谷2階 よしくま 後藤 しづか 下南 陽子 小澤 豊彦 齋藤 陽子 植野 正枝 木村 邦子 766

45 B17 四谷2階 おさきにいく よ 西山 真理 伊藤 美樹子 大田 容子 坂本 倫子 栗田 正子 木村 あをえ 760

61 B18 四谷2階 Kwon Sooja 島村 京子 中井 富子 大橋 紗愛 756

46 B19 四谷2階 珠龍 斉藤 千鶴乃 津守 和子 桜井 雅子 寺井 隆 小林 信治 755

49 B20 四谷2階 石田 志津子 田中 治輝 後藤 豊子 東出 佳子 690 B

40 B21 四谷2階 ちゃかぽん 末松 孝之 中村 澄代 藤井 哲 曽根本 江美 臼井 正太 雨宮 ゆかり 638 B

50 B22 四谷2階 折原 良平 折原 尚子 浅井 潔 常盤 勝美 森本 広志 三宅 淳代 543 B
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47 C1 四谷2階 BOXフンド 角野 恭子 天野 徹 渡辺 祐子 上野山 麻紀 755

48 C2 四谷2階 The Fridays 大澤 尚子 佐伯 玲子 子野日 陽子 坂口 由子 高橋 宏子 坪井 康子 735

51 C3 四谷2階 がっはっは本舗 松川 真理子 糀谷 章一 山菅 昭夫 高橋 美奈子 並木 亮 橋本 航一郎 734

52 C4 四谷2階 水仙 遠藤 洋子 柿沼 紀子 吉田 通子 名草 ユミ子 村上 紀子 中安 喜久子 698

53 C5 四谷2階 あしたば 井上 礼子 佐藤 優子 小林 のり子 平野 啓子 泉 浄 須藤 園子 697

146 C6 四谷2階 坂田 恵美 伊藤 美登利 塩田 淑子 高橋 順子 淮田 朋子 林 眞紀子 691 C

54 C7 四谷2階 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 690

55 C8 四谷2階 JOS 杉山 和弘 滝沢 聡毅 工藤 信行 山口 俊郎 杉山 靖子 686

56 C9 四谷2階 しとじとき 松澤 信行 波多江 隆児 新庄 裕司 中山 浩次 683

57 C10 四谷2階 パールホワイト 浅井 麻美子 山下 治子 松本 弘子 野口 妙子 駒松 幸子 小島 喜子 682

58 C11 四谷2階 LA MATTINA 太田 裕子 田多井 菊雄 植木 克彦 荒川 聡一 674

59 C12 四谷2階 6daiamonds 桑原 幸子 一ノ瀬 さゆり 勝山 紀久子 田森 侑子 渡辺 圭子 渡辺 麻理 667

60 C13 四谷2階 ハルサザンカ 藤井 孝子 吉岡 和起子 喜多 恭子 若松 愛子 関根 恵子 石田 直子 662

62 C14 四谷2階 TASK 高橋 邦碩 柳澤 洋子 坂本 千秋 西脇 透 葛 文ヒコ 653

66 C15 四谷2階 ルピナス 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 649

64 C16 四谷2階 ameba 星 維子 高坂 めぐみ 逸見 徹 矢島 誠次郎 原澤 沙依 宮部 佳世子 640 C

65 C17 四谷2階 ワイルドベリー 鈴木 京子 松澤 節子 小宮 真弓 大森 悦子 永野 澄栄 奥村 豊野 639

22 C18 四谷2階 four-leaved clov 高橋 和子 蜂巣 征子 伊藤 左千子 安原 民子 638

67 C19 四谷2階 こでまり 池田 真祐美 青木 紀子 内波 純子 西浦 眞智子 鈴木 登志子 浅田 由子 633

68 C20 四谷2階 Pique Dame 山下 和子 小峯 幸子 原 裕子 山口 悦子 三好 典子 高島 君代 628

71 C21 四谷2階 ユースB 日野 雄之 田辺 仁士 中西 智昭 山田 良一 562 C

72 C22 四谷2階 ユースC 遠藤 瑛輔 菊地 忠裕 片桐 直人 三友 脩太郎 381 C
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69 D1 高田馬場 It's a Small World Toby Curtis 陳 悦辰 石川 温子 中西 道子 610

70 D2 高田馬場 galette des rois 中島 恭子 長山 恭子 兵頭 一弘 高取 正治 竹之内 朱美 長野 美雪 604

74 D3 高田馬場 Phyto color Team P 中林 満子 戸田 敬二 山田 充子 大島 妙子 597

63 D4 高田馬場 kinich 下市 徹 横山 丘直 風間 誠一 渡辺 かなえ 新井 元 渡辺 高根 590

73 D5 高田馬場 WASABI 伏田 邦男 伏田 清子 渡辺 容子 根岸 真紀子 木村 恵子 原 雅英 581

75 D6 高田馬場 ザ.チャンス 鈴木 みや子 大原 佳寿子 佐藤 達子 杉野 光子 千葉 恒美 南 節子 576

76 D7 高田馬場 サルビア 岡野 裕子 渡辺 叔子 川合 千穂子 阿部 久美子 荒井 淳子 本間 容子 572

77 D8 高田馬場 めぐりあひて 沖谷 邦 荒川 弘子 丹羽 紀久子 沼田 恵智子 伊集院 孝子 三橋 容子 564

78 D9 高田馬場 順風満帆 正井 和子 児玉 加代子 伊藤 裕子 堀川 みどり 安田 桃子 浅見 由美子 557

79 D10 高田馬場 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 555

80 D11 高田馬場 福寿草 中谷 俊明 杉浦 彰俊 橋本 泰子 岸上 康子 牧野 暢子 551

81 D12 高田馬場 クロッカス 津田 廸子 堀 裕子 五島 淑子 居城 郁子 倉島 咲子 秋山 正子 544

82 D13 高田馬場 SUNNY SMILE 森 紀子 布野 あき 中川 涼子 酒匂 莉枝子 今城 立子 増田 佐代子 543

83 D14 高田馬場 がらん 多田 武彦 朝岡 健一 土屋 喜久子 兼岩 芳樹 荻野 豊子 542

84 D15 高田馬場 春うらら 森 比早子 濱畑 とみ子 大多和 淑子 永山 理子 松尾 博美 柴田 由美子 540

85 D16 高田馬場 フェニーチェ 猪瀬 トモ子 江副 豊子 木藤 邦子 矢ヶ崎 蓉子 内藤 典子 野口 静枝 530

86 D17 高田馬場 Totoちゃん 鈴掛 壽子 近藤 克子 近藤 節子 見次 啓子 木邨 祐二 和仁 道大 518

87 D18 高田馬場 西川 花田 勉 小室 祐美 横山 純 岡野 有紀子 518

88 D19 高田馬場 gardenia 畠山 孝 大塚 昌子 三谷 麻里 伊藤 えり子 陶山 光子 吉瀬 由美子 517

89 D20 高田馬場 mhks 川和 豊子 松島 正明 細田 冨美 菅原 祐一 516

90 D21 高田馬場 Zahari 小野木 美弥子 西村 厚子 吉田 真生 佐々木 敏子 516

91 D22 高田馬場 伊藤 菊夫 辻 芳郎 青木 克彦 牛尾 元春 511

92 D23 高田馬場 さくら組 林 美和子 小野 節子 竹村 ちえ 石原 妙子 武井 寿子 509

93 D24 高田馬場 はなまるこ 福丸 玲子 中村 和子 横内 しのぶ 和田 朋子 百石 睦子 箸本 眞紀子 509

94 D25 高田馬場 Phyto color Team R 佐藤 貴幸 鈴木 健一郎 藤井 千幸 紅村 美奈子 江場 大時 504 D

95 D26 高田馬場 B･B･Ⅵ 坂部 富美子 清水 光子 大門 春代 後藤 尚代 中川 和子 山崎 洋子 500 D

96 D27 高田馬場 ユースD 山本 哲太郎 今給黎 英嗣 萩原 健太 江口 秀太 井上 布武 滝澤 憲 472 D

97 D28 高田馬場 ユースE 外間 太基 馮 逸思 及川 直弥 美馬 佑亮 野口 勇介 324 D
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98 E1 渋谷 スマートベア 村上 末男 野原 栄次 内田 義昭 後藤 三郎 杉本 啓介 長谷川 恵美子 502

99 E2 渋谷 2K2S 泉対 宏子 根本 敬 小島 一久 泉対 信太郎 500

100 E3 渋谷 ブリちゃん 遠藤 美穂子 瀧瀬 正子 板垣 大子 本田 えり子 500

101 E4 渋谷 すみれ会カード部 児玉 香代子 杉田 恵美子 近藤 京子 筒井 実 星野 洋子 石野 美緒子 493

102 E5 渋谷 トランプファースト 宮本 宏枝 守屋 美木子 河原木 幹善 阿久沢 美津子 山根 見鈴 戸塚 みづほ 488

103 E6 渋谷 相変わらず四国 藤塚 信典 畑 智子 橋本 公二 橋本 正子 467

104 E7 渋谷 Ordinary People 石橋 満喜子 太田 みちよ 谷口 由記 中嶋 祥子 小山 麻理子 石川 智香子 464

105 E8 渋谷 スマイル(^O^) 加藤 佐知子 若狭 信子 高取 武夫 渋谷 太郎 浜田 知明 三浦 直子 463

106 E9 渋谷 カメラート 小川 秀子 加藤 福美 服部 登志子 荒谷 美奈子 石田 陽子 鈴木 恵美子 460

107 E10 渋谷 NETちいむ 中澤 悦子 大村 千恵子 益本 むつみ 小野原 斎子 麻植 紀子 辻 富子 452

108 E11 渋谷 リンデンバーム 飯塚 久美子 坂本 映子 小林 博子 都崎 小夜子 高野 知嘉子 郡司 多恵子 432

109 E12 渋谷 マジカルハート 中澤 允伸 山本 幸江 清水 とし子 畔柳 智 畔柳 百合子 橋本 晴美 428

110 E13 渋谷 陽気妃 有田 妙子 垂水 康子 木村 みね子 伊藤 洋子 濱田 尚子 423

111 E14 渋谷 遊子 山田 敬子 脇野 政子 鈴木 真理 山口 慶子 石川 慎子 渡辺 敦子 421

112 E15 渋谷 Good Luck Pd. 功刀 紀子 東口 健 吉川 節子 佐藤 昇 千賀 公子 本田 雅子 420

113 E16 渋谷 エトピリカ 奥田 曠晶 渡邊 洋子 小嶋 和子 澤田 雅子 青柳 明子 原 潤子 420

114 E17 渋谷 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 平田 務 419 E

115 E18 渋谷 松永ファミリー牧場 松永 有子 青柳 嘉子 田近 安江 仙頭 かおる 川野 えりか 岡崎 典子 414

116 E19 渋谷 AZMAX 東 正記 西村 恵理 田中 裕子 水谷 国子 414

117 E20 渋谷 Iris 大島 文子 石川 ちはる 橋立 京子 外川 美樹子 柴田 万智子 田臥 ナゝ子 414

120 E21 渋谷 ユースF 後閑 優里菜 片山 尚徳 小宮 隆雅 園池 実方 金子 雄大 252 E

121 E22 渋谷 ユースG 後藤 倫 三宅 貴史 中谷 諒平 吉田 和博 89 E
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118 F1 五反田 小国 幸子 広瀬 令子 関根 節子 熊須 美智子 伊藤 圭子 茂理 紀子 405

122 F2 五反田 Jacks & Bettys 関根 邦弘 小沢 幹夫 澁谷 壽 大塩 裕子 佐々木 愛子 403

123 F3 五反田 Felice 上垣 康与 西 洋子 権藤 泰子 坂本 治子 399

124 F4 五反田 TOTO 武田 千恵子 大野 美都子 尾形 圭史 谷 幸子 387

125 F5 五反田 six sense 玉野 延江 西川 奈央 川嶋 利美 松尾 香代子 下釜 繁子 草柳 由紀 377

126 F6 五反田 すみれ組 山名 寛子 中根 利美 平柳 圭子 中村 由美 矢山 英里 丹野 美穂 367

127 F7 五反田 ハーモニーズS 後久 恵子 福島 和子 高成 恵美子 山田 夏子 丹沢 美奈子 鈴木 裕子 363

128 F8 五反田 蕗の薹 阿部 博子 森 澄子 原田 あや子 山中 啓子 金子 節子 矢田部 久美子 357

129 F9 五反田 パンドラ 山本 敦子 鈴木 秀子 舟橋 典子 藤曲 恵子 小野田 峰子 髙村 幹子 353

130 F10 五反田 Tweety Birds 辻 早苗 石原 徳博 井内 隆之 堂道 三智子 大屋 和幸 西田 かおり 351

131 F11 五反田 すえるて 村上 芳子 田村 恵美子 西田 充子 福井 裕子 高橋 恵津子 長尾 美穂 349

132 F12 五反田 NSOY 安井 留美 小木曽 秀子 西尾 賢一 白木 穂美 336

133 F13 五反田 Team Step Up 土田 正 奈良 泰子 八木 則子 井野 隆 宮内 京子 藤波 義忠 333

134 F14 五反田 FESTINA LENTE 川手 若菜 堀口 和義 大橋 マチ子 杉田 啓子 328

136 F15 五反田 Morgen 芝田 由紀子 三橋 慶喜 村田 繁夫 長田 裕一 長島 敏子 山崎 正子 320

137 F16 五反田 ヴィント 水原 文 高橋 泰之 作道 昌弘 持田 延子 河内 和子 増田 孝子 300

138 F17 五反田 SNOO♡Ｙ+1 鍋島 進 大谷 明 菅原 正幸 中村 陽子 鍋島 あい子 288

139 F18 五反田 Maple 小林 恵美子 村越 さよ子 長谷川 恵子 江川 るり子 御園 眞理子 栗原 聖子 280

140 F19 五反田 YOKOX 小林 喜一 横繁 隆夫 谷本 覚 上西 秀子 木川 圭二 255

141 F20 五反田 花水木 小泉 律子 松岡 朱美 田内 陽子 丸橋 律子 佐藤 美穂子 鈴木 聖美 216

142 F21 五反田 ハナノキ 松本 修 勝山 千尋 池部 真佐子 兵藤 紀子 207

143 F22 五反田 JR 岩橋 洋一 大木 健次 伊藤 直彦 高橋 弦志 矢木 薫 中島 俊英 202

144 F23 五反田 ユースI 邵 裕志 山口 直希 城戸 万裕子 齊藤 周平 二宮 音 松縄 知晃 107

145 F24 五反田 ユースH 平野 元輝 佐藤 由希 櫻井 泰平 永野 史弥 廣川 貴也 内山 香 24


