
 2017年柳谷杯参加者名簿 2018/4/6

受付 No. 会場 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 変更

1 A1 四谷ＢＣ 232358 pyon 福吉 由紀 古田 一雄 平田 隆彦 陳 大偉

2 A2 四谷ＢＣ 216727 牲川 健志 大野 京子 吉田 正 山田 和彦

3 A3 四谷ＢＣ 208932 SARA 寺本 直志 笹平 久美子 高野 英樹 高山 雅陽 吉田 勝

4 A4 四谷ＢＣ 199938 NAITO 田中 陵華 内藤 佐紀子 山田 彰彦 加来 浩

91 A5 四谷ＢＣ 179192 チーム･エックス 西田 奈津子 田嶋 美津江 井野 正行 前田 尚志

5 A6 四谷ＢＣ 158991 TBA Robert Geller 荻原 節子 阿部 弘也 久保 照美

6 A7 四谷ＢＣ 155140 ダイスを転がせ 高橋 克己 仙石 響子 豊福 京子 田中 秀悟

7 A8 四谷ＢＣ 151250 Rhein 三浦 裕明 木村 史子 藤本 たか子 高橋 和子

9 A9 四谷ＢＣ 122714 Morimura 趙 金龍 千田 大丸 今倉 正史 森村 俊介

10 A10 四谷ＢＣ 119336 もとカノOK 高崎 恵 坂本 みどり 大手 瑠利 大神 正康

11 A11 四谷ＢＣ 112102 momo 野田 祐子 佐藤 牧子 小林 泰 野田 裕之

12 A12 四谷ＢＣ 108225 早坂 雅之 下保 俊子 上田 哲也 上田 真理子

13 A13 四谷ＢＣ 101488 プランタン 石原 啓子 土居 友子 夏原 由紀子 中井 富子

14 A14 四谷ＢＣ 100051 白銀 もとみ 明楽 典子 大佐古 庸子 吉田 真生

16 A15 四谷ＢＣ 98964 能勢 敏郎 難波田 愈 片岡 久實 戸川 秀雄 森山 節子 瀬戸口 宣子

15 A16 四谷ＢＣ 96159 ア･マ･ポーラ 武内 秀子 小林 秀子 津山 美津子 臼井 紀代子
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17 B1 四谷ＢＣ 91398 松原 山後 秀幸 松原 宣子 後藤田 俊輔 松田 崇志 半田 康一 A→Ｂ

18 B2 四谷ＢＣ 90453 LAS FLORES 西村 輝子 西村 淳子 浅越 ことみ 原田 裕己

19 B3 四谷ＢＣ 85660 櫻花 榎本 恵子 津守 和子 立花 和子 Mark LaForge

20 B4 四谷ＢＣ 84438 TASK 高橋 邦碩 柳澤 洋子 椿 旬子 小田 由美子 坂本 千秋 西脇 透

21 B5 四谷ＢＣ 82658 ユースA 山本 哲太郎 松縄 知晃 今給黎 英嗣 江口 秀太 金子 雄大 菊地 忠裕

92 B6 四谷ＢＣ 80527 First Club 定村 正 奥野 良 小原 明 岩田 浩昭 佐々木 和則 高野 悦子

22 B7 四谷ＢＣ 79339 KyushuR 田中 浩 勝部 俊宏 勝部 雅子 Toby Curtis

24 B8 四谷ＢＣ 78518 橋本 公二 橋本 正子 赤山 由紀子 石野 裕子

25 B9 四谷ＢＣ 77422 緒方 敏広 有田 妙子 荒川 聡一 植木 克彦

26 B10 四谷ＢＣ 77269 珠龍 斉藤 千鶴乃 桜井 雅子 寺井 隆 塩田 淑子 坂田 恵美

27 B11 四谷ＢＣ 75781 merci 柳澤 彰子 島村 京子 清水 康裕 杉本 大輔

28 B12 四谷ＢＣ 75558 関西1 中山 浩次 花田 尚一 中尾 共栄 上野山 麻紀

29 B13 四谷ＢＣ 73894 百花繚乱 小平 邦夫 宮崎 昭夫 川上 由美子 八木 典子

30 B14 四谷ＢＣ 72558 関西4 長浜 武彦 菅野 利子 田中 治輝 石田 志津子

31 B15 四谷ＢＣ 72164 昭和回帰 牧田 紀美 松崎 ケイ子 梅津 由紀子 赤間 馨介

32 B16 四谷ＢＣ 69121 JOS Featuring Y. 工藤 信行 岡野 有紀子 杉山 和弘 杉山 靖子
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34 C1 四谷ＢＣ地下 66864 太平楽 難波 園子 大平 真美子 田村 徹 石塚 実真子

35 C2 四谷ＢＣ地下 66705 佐藤 春芳 森本 広志 三宅 淳代 宮代 利子

36 C3 四谷ＢＣ地下 66391 Episode7. 本間 幸直 原澤 沙依 藤田 千恵 宮部 佳世子 村上 草平

37 C4 四谷ＢＣ地下 66041 いーgirls 仙頭 かおる 中村 和子 西浦 眞智子 関口 理恵

38 C5 四谷ＢＣ地下 65104 Dark Stars 倉知 良紀 佐伯 和男 Tan 瑞子 伊藤 美登利 小野 道子 斉藤 豊子

39 C6 四谷ＢＣ地下 63484 伊藤 菊夫 菊池 敦 辻 芳郎 橋本 修治

40 C7 四谷ＢＣ地下 61973 吉祥寺Dolphins 相澤 俊郎 近藤 哲也 村上 美保子 野口 勇介 前浦 伸昭

41 C8 四谷ＢＣ地下 61950 Grand Smile 山口 悦子 安田 桃子 山下 和子 原 裕子

43 C9 四谷ＢＣ地下 61088 phyto color Green 江場 大時 戸田 敬二 山田 充子 佐藤 貴幸

44 C10 四谷ＢＣ地下 60740 パディントン 萬木 美緒 安原 良一 田中 裕子 小澤 豊彦

45 C11 四谷ＢＣ地下 60658 ポンタ 藤井 孝子 平野 啓子 喜多 恭子 若松 愛子

46 C12 四谷ＢＣ地下 60468 山本 そよ子 穴沢 啓子 浅利 知世 吉岡 瑞子

47 C13 四谷ＢＣ地下 60382 ルビナス 加藤 眞智子 宮田 周子 額田 恵美子 伊藤 由紀子

42 C14 四谷ＢＣ地下 59746 勝山 紀久子 渡辺 麻理 田森 侑子 仙頭 雅子 渡辺 圭子
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48 D1 四谷ＢＣ地下 58058 ブリちゃん 遠藤 美穂子 瀧瀬 正子 本田 えり子 板垣 大子

50 D2 四谷ＢＣ地下 55334 仙台 渡邊 洋子 小嶋 和子 尾山 ゆかり 邑本 美佐

51 D3 四谷ＢＣ地下 51926 百石 睦子 伊藤 裕子 吉村 憲子 堀川 みどり

52 D4 四谷ＢＣ地下 51028 2M2S 泉対 宏子 松本 直人 三輪 安紀子 泉対 信太郎

53 D5 四谷ＢＣ地下 50866 プランタン 関根 恵子 秋山 正子 北島 章子 佐野 恵美

54 D6 四谷ＢＣ地下 50619 杉浦 彰俊 富沢 タツ子 碇 恵子 江川 温子

55 D7 四谷ＢＣ地下 48918 関西2 今井 智士 石川 温子 岸 勇佑 中西 道子

56 D8 四谷ＢＣ地下 47644 miyako 岩田 和子 坂本 映子 鈴木 みや子 南 節子

57 D9 四谷ＢＣ地下 47632 BOXフンド 角野 恭子 松嶋 美津子 小島 一久 天野 徹

58 D10 四谷ＢＣ地下 46726 アイリス 石川 ちはる 橋立 京子 坪井 千鶴子 大島 文子

59 D11 四谷ＢＣ地下 46620 川畑 章子 伊井 康朗 貴戸 祥郎 鶴岡 和幸

60 D12 四谷ＢＣ地下 46030 宇野 京子 松村 幸子 小林 のり子 泉 浄

61 D13 四谷ＢＣ地下 45288 長谷川 俊 長谷川 千歳 安井 留美 小木曽 秀子

62 D14 四谷ＢＣ地下 45131 もりのくまさん 森永 誠子 安里 彰 金箱 豊充 熊野 桃子 阪口 みどり
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63 E1 高田馬場ＢＣ 45063 坂部 富美子 中川 和子 近藤 美智子 山崎 洋子

64 E2 高田馬場ＢＣ 42685 正井 和子 児玉 加代子 陶山 光子 吉瀬 由美子

65 E3 高田馬場ＢＣ 41050 エポック 伊藤 圭子 茂理 紀子 高野 佳子 小原 隆

67 E4 高田馬場ＢＣ 40761 フォルトゥーナ 小泉 早苗 鈴木 恵美子 堀越 悦子 加藤 福美 服部 登志子

66 E5 高田馬場ＢＣ 40565 中筬 恵丈 小谷 正幸 石塚 忠嗣 星野 洋子

68 E6 高田馬場ＢＣ 38545 福田 亜子 伊東 宇一 辻 早苗 石原 徳博

69 E7 高田馬場ＢＣ 38166 大屋 大屋 和幸 井内 隆之 田中 修子 三本 泰子

70 E8 高田馬場ＢＣ 38105 MINTY 青柳 明子 横内 しのぶ 和田 朋子 福丸 玲子 澤田 雅子

72 E9 高田馬場ＢＣ 38006 しとじとき 塚本 健司 波多江 隆児 新庄 裕司 松澤 信行

73 E10 高田馬場ＢＣ 35956 King & Queeeen 尾形 圭史 谷 幸子 武田 千恵子 坪谷 七魚子

74 E11 高田馬場ＢＣ 34447 折原 良平 折原 尚子 浅井 潔 常盤 勝美

75 E12 高田馬場ＢＣ 34380 でんでんむし 田村 敬子 田中 千代子 森本 皓代 植田 裕子

76 E13 高田馬場ＢＣ 34285 暁 田中 敦子 村上 祐子 星出 邦子 佐室 桂子
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77 F1 高田馬場ＢＣ 34260 花火 海和 文夫 明丸 興造 矢沢 隆雄 水間 洋二 細川 和豊

78 F2 高田馬場ＢＣ 34254 gardenia 畠山 孝 大塚 昌子 三谷 麻里 伊藤 えり子

79 F3 高田馬場ＢＣ 33315 チーム･ジャカランダ 北原 靖久 岩波 常昌 吉住 紘一郎 小山 和也 増田 彰久 野上 義正

80 F4 高田馬場ＢＣ 33101 土田 正 井野 隆 奈良 泰子 田中 恵美子 小林 信子

81 F5 高田馬場ＢＣ 32945 FESTINA LENTE 川手 若菜 杉田 啓子 大橋 マチ子 橋爪 優子

82 F6 高田馬場ＢＣ 32375 KENBO 木全 千秋 佐藤 美穂子 西尾 賢一 福井 裕子

83 F7 高田馬場ＢＣ 30965 小室 裕一 小沢 幹夫 佐々木 愛子 清水 光子

84 F8 高田馬場ＢＣ 28696 関西3 桐野 礼子 中西 節子 本郷 典子 鳥居 淑子

85 F9 高田馬場ＢＣ 28660 Tutto bene 畔柳 智 松澤 節子 堀口 和義 畔柳 百合子

86 F10 高田馬場ＢＣ 26887 灰かぶり 高橋 文彦 森下 秀昭 花輪 知幸 松田 導 松永 有子 青柳 嘉子

87 F11 高田馬場ＢＣ 26396 鳩山 道子 鳩山 勝郎 米沢 美代子 坂本 真理子

88 F12 高田馬場ＢＣ 23386 鍋島 進 大谷 明 但井 浩二 但井 邦子 吉沢 典子 鍋島 あい子

89 F13 高田馬場ＢＣ 12852 ユースB 山田 朋宏 Derek Neo 木野 洸平 神代 健司 西村 優作

90 F14 高田馬場ＢＣ 2120 Table Cruise 大倉 淳 大河原 慶太 白崎 隆浩 神山 しずか 藤田 宏之


