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01001 野本　真由美 のもと　まゆみ あさひクラブ
01002 佐藤　とし子 さとう　としこ あさひクラブ
01003 渡邊　眞理子 わたなべ　まりこ あさひクラブ
01004 青木　薫 あおき　かおる あさひクラブ
01005 林　　久美子 はやし　くみこ あさひクラブ
01006 真弓　佳世子 まゆみ　かよこ あさひクラブ
01007 丸山　美幸 まるやま　みゆき あさひクラブ
01008 中山　多恵 なかやま　たえ あさひクラブ
01009 黒田　光代 くろだ　みつよ あさひクラブ
01010 黒坂　喜代子 くろさか　きよこ あさひクラブ
01011 古川　千恵 ふるかわ　ちえ あさひクラブ
01012 磯野　加代子 いその　かよこ あさひクラブ
01013 古賀　真寿美 こが　ますみ あさひクラブ
01014 佐藤　桂子 さとう　けいこ あさひクラブ
01015 加藤　めぐみ かとう　めぐみ あさひクラブ
01016 谷上　由紀子 たにがみ　ゆきこ あさひクラブ
01017 伊藤　洋子 いとう　ようこ あさひクラブ
01018 田村　浩美 たむら　ひろみ あさひクラブ
01019 小林　陽子 こばやし　ようこ あさひクラブ
01020 安達　由香 あだち　ゆか あさひクラブ
01021 錠　　直美 いかり　なおみ あさひクラブ
01022 田路　陽子 たじ　ようこ あさひクラブ
01023 渡邊　美奈子 わたなべ　みなこ あさひクラブ
01024 武田　淳子 たけだ　じゅんこ あさひクラブ
01025 原　　美香 はら　みか あさひクラブ
01026 菅野　佳津子 かんの　かつこ あさひクラブ
01027 高花　敬子 たかはな　けいこ あさひクラブ
01028 石井　かおり いしい　かおり あさひクラブ
01029 細谷　留美 ほそや　るみ あさひクラブ
01030 石田　恵美子 いしだ　えみこ あさひクラブ
01031 興津　里美 おきつ　さとみ あさひクラブ
01032 長谷川　昌代 はせがわ　まさよ あさひクラブ
01033 田中　美恵子 たなか　みえこ あさひクラブ
01034 岡橋　則子 おかはし　のりこ あさひクラブ
01035 岡元　夕佳 おかもと　ゆうか あさひクラブ
01036 大網　妙子 おおあみ　みょうこ あさひクラブ
01037 山下　留美子 やました　るみこ あさひクラブ
01038 古川　陽子 ふるかわ　ようこ あさひクラブ
01039 富谷　加代子 とみや　かよこ あさひクラブ
01040 井上　美幸 いのうえ　みゆき あさひクラブ
01041 飯塚　千恵子 いいづか　ちえこ あさひクラブ
01042 黒瀬　久美子 くろせ　くみこ あさひクラブ
01043 中野　円佳 なかの　まどか あさひクラブ
01044 伊藤　恵子 いとう　けいこ あさひクラブ
01045 町田　奈緒子 まちだ　なおこ あさひクラブ
01046 高木　浩子 たかぎ　ひろこ あさひクラブ
01047 加藤　絵美 かとう　えみ あさひクラブ
01048 山本　圭 やまもと　けい あさひクラブ
01049 寺島　昭 てらしま　あきら あさひクラブ
01051 井田　真理子 いだ　まりこ あさひクラブ
01052 杉本　菜穂 すぎもと　なお あさひクラブ
01053 古藤　由美 ことう　ゆみ あさひクラブ
01054 三浦　ちか みうら　ちか あさひクラブ
01055 高林　夕希子 たかばやし　ゆきこ あさひクラブ
01056 野本　秀樹 のもと　ひでき あさひクラブ
01057 中山　良幸 なかやま　よしゆき あさひクラブ
02001 田口　昌子 たぐち　まさこ オリーブ
02002 琴田　まち子 ことだ　まちこ オリーブ
02003 世田　康代 せだ　やすよ オリーブ
02004 野原　真奈美 のはら　まなみ オリーブ
02005 髙橋　公子 たかはし　きみこ オリーブ
02006 矢嶋　一枝 やじま　かずえ オリーブ
02007 足立　悦子 あだち　えつこ オリーブ
02008 酒井　昌子 さかい　しょうこ オリーブ
02009 駒宮　浩子 こまみや　ひろこ オリーブ
02010 佐藤　由美子 さとう　ゆみこ オリーブ
02011 小宮　久子 こみや　ひさこ オリーブ
02012 小西　祐子 こにし　ゆうこ オリーブ
02013 近藤　智子 こんどう　ともこ オリーブ
02014 平　肇子 たいら　はつこ オリーブ
02015 国府田　春美 こくふだ　はるみ オリーブ
02016 上原　治枝 うえはら　はるえ オリーブ
02017 大見　佳代子 おおみ　かよこ オリーブ
02018 山本　とも子 やまもと　ともこ オリーブ
02019 安藤　明美 あんどう　あけみ オリーブ
02020 服部　直子 はっとり　なおこ オリーブ
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02021 野口　久栄 のぐち　ひさえ オリーブ
02022 秀　真理子 ひで　まりこ オリーブ
02023 松永　明子 まつなが　あきこ オリーブ
02024 藤平　智子 ふじひら　ともこ オリーブ
02025 烏賀陽　真未子 うがや　まみこ オリーブ
02026 保城　誉子 ほしろ　たかこ オリーブ
02027 向山　晶江 むかいやま　あきえ オリーブ
02028 小林　聡子 こばやし　さとこ オリーブ
02029 加藤　充子 かとう　あつこ オリーブ
02030 川口　亜矢子 かわぐち　あやこ オリーブ
02031 米山　千鶴子 よねやま　ちずこ オリーブ
02032 井上　裕子 いのうえ　ゆうこ オリーブ
02033 茂本　令子 しげもと　れいこ オリーブ
02034 原田　順子 はらだ　じゅんこ オリーブ
02035 髙木　好子 たかぎ　よしこ オリーブ
02036 川　俊恵 かわ　としえ オリーブ
02037 伊勢　美枝子 いせ　みえこ オリーブ
02038 原田　貴子 はらだ　たかこ オリーブ
02039 碇　美佐恵 いかり　みさえ オリーブ
02040 染田　俊江 そめた　としえ オリーブ
02041 赤間　由妃 あかま　ゆき オリーブ
02042 永瀬　容子 ながせ　ようこ オリーブ
02043 大楯　亜貴子 おおだて　あきこ オリーブ
02044 山口　径子 やまぐち　けいこ オリーブ
02045 鈴木　享子 すずき　きょうこ オリーブ
02046 四竃　寛子 しかま　ひろこ オリーブ
02047 永田　磨弥 ながた　まや オリーブ
02048 内田　美裕紀 うちだ　みゆき オリーブ
02049 福島　美紀 ふくしま　みき オリーブ
02050 藤原　安通子 ふじわら　あつこ オリーブ
02051 増田　智恵 ますだ　ともえ オリーブ
02052 戸坂　恵美子 とさか　えみこ オリーブ
02053 井田　幸子 いだ　ゆきこ オリーブ
02054 小川　真由美 おがわ　まゆみ オリーブ
02055 小倉　友貴子 おぐら　ゆきこ オリーブ
02056 野村　晶雄 のむら　まさお オリーブ
02057 市川　秀行 いちかわ　ひでゆき オリーブ
02058 矢野　新一朗 やの　しんいちろう オリーブ
02059 峯岸　康史 みねぎし　こうじ オリーブ
03001 渡会　靖子 わたらい　やすこ 北クラブ
03002 山田　洋子 やまだ　ようこ 北クラブ
03003 田上　珠子 たがみ　たまこ 北クラブ
03004 染宮　文江 そめみや　ふみえ 北クラブ
03005 島村　歌絵 しまむら　うたえ 北クラブ
03006 岩崎　厚子 いわさき　あつこ 北クラブ
03007 小林　晴美 こばやし　はるみ 北クラブ
03008 山本　美岐子 やまもと　みきこ 北クラブ
03009 山田　位子 やまだ　のりこ 北クラブ
03010 紺野　恵美子 こんの　えみこ 北クラブ
03011 今村　幸 いまむら　ゆき 北クラブ
03012 佐藤　麻美 さとう　あさみ 北クラブ
03013 小田切　由加利 おだぎり　ゆかり 北クラブ
03014 清水　悦子 しみず　えつこ 北クラブ
03015 阿部　佳恵 あべ　よしえ 北クラブ
03016 大野　美知子 おおの　みちこ 北クラブ
04001 秋元　千枝子 あきもと　ちえこ 紅葉クラブ
04002 川村　貴代江 かわむら　きよえ 紅葉クラブ
04003 吉原　有美佳 よしはら　ゆみか 紅葉クラブ
04004 岡田　英美 おかだ　ひでみ 紅葉クラブ
04005 武澤　めぐみ たけざわ　めぐみ 紅葉クラブ
04006 大木　雅美 おおき　まさみ 紅葉クラブ
04007 戸橋　亜紀子 とばし　あきこ 紅葉クラブ
04008 波多野　寿美 はたの　すみ 紅葉クラブ
04009 小高　貴美子 こだか　きみこ 紅葉クラブ
04010 島津　真希子 しまづ　まきこ 紅葉クラブ
04011 朝見　あすか あさみ　あすか 紅葉クラブ
04012 伊部　知恵 いべ　ちえ 紅葉クラブ
06001 井山　和子 いやま　かずこ ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06002 小西　知子 こにし　ともこ ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06003 小泉　小百合 こいずみ　さゆり ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06004 小林　精一 こばやし　きよかず ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06005 湯原　恵美子 ゆはら　えみこ ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06006 高須賀　泰子 たかすが　たえこ ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06007 山田　誠 やまだ　まこと ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06008 今橋　篤彦 いまはし　あつひこ ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06009 黛　克枝 まゆずみ　かつえ ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
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06010 井山　俊雄 いやま　としお ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06011 安福　達也 やすふく　たつや ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06012 安福　恭子 やすふく　きょうこ ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06013 小林　敬浩 こばやし　よしひろ ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06014 栗原　裕 くりはら　ゆたか ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06015 田口　陽向 たぐち　ひゅうが ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06016 渡辺　嘉之 わたなべ　よしゆき ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06017 花生　千鶴子 はなおい　ちづこ ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06018 角谷　利晴 かくたに　としはる ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06019 大野　武男 おおの　たけお ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06020 上條　由紀 かみじょう　ゆき ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06021 小林　歩 こばやし　あゆみ ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06022 小林　遥 こばやし　はるか ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06023 安福　悠斗 やすふく　ゆうと ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06024 湯川　善孝 ゆかわ　よしたか ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06025 児玉　亜希子 こだま　あきこ ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06026 宇山　葉子 うやま　ようこ ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
06027 藤原　航平 ふじわら　こうへい ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ
07001 森　暁美 もり　あけみ 城北クラブ
07002 渡邊　良子 わたなべ　りょうこ 城北クラブ
07003 香川　昌子 かがわ　まさこ 城北クラブ
07004 豊田　久美子 とよだ　くみこ 城北クラブ
07005 小谷　章子 こたに　しょうこ 城北クラブ
07006 植原　愛子 うえはら　かなこ 城北クラブ
07007 樋口　和子 ひぐち　かずこ 城北クラブ
07008 園田　栄美子 そのだ　えみこ 城北クラブ
07009 井上　雅子 いのうえ　まさこ 城北クラブ
07010 松本　かおる まつもと　かおる 城北クラブ
07011 酒井　香 さかい　かおり 城北クラブ
07012 鈴木　礼子 すずき　れいこ 城北クラブ
07013 長谷川　紘美 はせがわ　ひろみ 城北クラブ
07014 出口　さち子 でぐち　さちこ 城北クラブ
07015 三甲野　良子 みかの　よしこ 城北クラブ
07016 中元　和美 なかもと　かずみ 城北クラブ
07017 遠藤　郁子 えんどう　いくこ 城北クラブ
07018 小松　晃子 こまつ　あきこ 城北クラブ
07019 盛永　みどり もりなが　みどり 城北クラブ
07020 鈴木　美保 すずき　みほ 城北クラブ
07021 伊藤　抄織 いとう　さおり 城北クラブ
07022 松島　由佳 まつしま　ゆか 城北クラブ
07023 中條　博美 なかじょう　ひろみ 城北クラブ
07024 岡部　恵子 おかべ　けいこ 城北クラブ
07025 古市　貞子 ふるいち　さだこ 城北クラブ
07026 山中　恵美子 やまなか　えみこ 城北クラブ
07027 石橋　フミ子 いしばし　ふみこ 城北クラブ
07028 大島　久美子 おおしま　くみこ 城北クラブ
07029 池田　観由 いけだ　みゆき 城北クラブ
07030 村野　育代 むらの　いくよ 城北クラブ
07031 亀井　恵里 かめい　えり 城北クラブ
07032 小林　清美 こばやし　きよみ 城北クラブ
07033 松村　昌子 まつむら　まさこ 城北クラブ
07034 川島　みなみ かわしま　みなみ 城北クラブ
07035 上村　順子 かみむら　じゅんこ 城北クラブ
07036 渡辺　さやか わたなべ　さやか 城北クラブ
07037 蛭沼　かおり ひるぬま　かおり 城北クラブ
07038 武内　勝代 たけうち　かつよ 城北クラブ
07039 相良　サリナ さがら　さりな 城北クラブ
07040 中野　駒美子 なかの　くみこ 城北クラブ
07041 新橋　勝美 しんばし　かつみ 城北クラブ
07042 石田　ひろ子 いしだ　ひろこ 城北クラブ
07043 渡部　友子 わたなべ　ともこ 城北クラブ
07044 石井　麻季 いしい　まき 城北クラブ
07045 渡辺　恵子 わたなべ　けいこ 城北クラブ
07046 吉田　彩子 よしだ　あやこ 城北クラブ
07047 山田　美穂子 やまだ　みほこ 城北クラブ
07048 落合　栄子 おちあい　えいこ 城北クラブ
07049 稲毛　美幸 いなも　みゆき 城北クラブ
07050 新岡　たかね にいおか　たかね 城北クラブ
07051 安住　友加里 あずみ　ゆかり 城北クラブ
07052 菅野　愛 かんの　めぐみ 城北クラブ
07053 岡田　比奈子 おかだ　ひなこ 城北クラブ
09001 石丸　喜美江 いしまる　きみえ トゥインクル
09002 小堀　真佐美 こぼり　まさみ トゥインクル
09003 飯田　奈保美 はんだ　なおみ トゥインクル
09004 吉沢　恵津子 よしざわ　えつこ トゥインクル
09005 竹下　律子 たけした　りつこ トゥインクル
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09006 玉村　博良 たまむら　ひろよし トゥインクル
09007 籾木　裕二 もみき　ゆうじ トゥインクル
09008 池田　正子 いけだ　まさこ トゥインクル
09009 長坂　美内子 ながさか　みちこ トゥインクル
09010 栗原　幸枝 くりはら　ゆきえ トゥインクル
09011 高木　美智世 たかぎ　みちよ トゥインクル
09012 木村　里奈 きむら　りな トゥインクル
09013 高橋　実穂 たかはし　みほ トゥインクル
09014 石川　隆彦 いしかわ　たかひこ トゥインクル
09015 尾崎　信一 おざき　しんいち トゥインクル
09016 木村　一恵 きむら　いちえ トゥインクル
09017 米澤　崇 よねざわ　たかし トゥインクル
09018 利根川　弘 とねがわ　ひろし トゥインクル
09019 青崎　泰輔 あおさき　たいすけ トゥインクル
09020 大口　孝雄 おおぐち　たかお トゥインクル
09021 天野　貴子 あまの　たかこ トゥインクル
09022 井上　敦子 いのうえ　あつこ トゥインクル
09023 清水　匠 しみず　たくみ トゥインクル
09024 吉田　かおり よしだ　かおり トゥインクル
09025 浦本　拓哉 うらもと　たくや トゥインクル
09026 川上　俊弥 かわかみ　しゅんや トゥインクル
09027 大橋　真弓 おおはし　まゆみ トゥインクル
09028 廣澤　智子 ひろさわ　ともこ トゥインクル
09029 小野原　光代 おのはら　みつよ トゥインクル
09030 栩原　笑生 とちはら　しょうき トゥインクル
09031 藤田　祐也 ふじた　ゆうや トゥインクル
09032 薄井　俊介 うすい　しゅんすけ トゥインクル
09033 太田　稜 おおた　りょう トゥインクル
09034 佐々木　崇 ささき　たかし トゥインクル
09035 林　優太 はやし　ゆうた トゥインクル
09036 仁平　裕人 にへい　ゆうと トゥインクル
10001 津田　誠 つだ　まこと 日本化薬
10002 秀　敏明 ひで　としあき 日本化薬
10003 手嶋　徹 てしま　とおる 日本化薬
10004 赤津　裕一 あかつ　ゆういち 日本化薬
10005 小池　龍太郎 こいけ　りゅうたろう 日本化薬
10006 樋口　陽介 ひぐち　ようすけ 日本化薬
10007 田上　勝大 たがみ　まさひろ 日本化薬
10008 若井　悟 わかい　さとる 日本化薬
10009 藤田　忠英 ふじた　ただひで 日本化薬
10010 笠井　崇央 かさい　たかひろ 日本化薬
12001 北村　幸子 きたむら　さちこ バドフライ
12002 服部　真行 はっとり　まいく バドフライ
12003 続　淳子 つづき　あつこ バドフライ
12004 大瀧　澄絵 おおたき　すみえ バドフライ
12005 手島　光子 てじま　みつこ バドフライ
12006 佐野　亜梨沙 さの　ありさ バドフライ
12007 木原　禎之 きはら　よしゆき バドフライ
12008 尾添　典子 おぞえ　のりこ バドフライ
12009 相澤　良 あいざわ　りょう バドフライ
12010 町田　翔平 まちだ　しょうへい バドフライ
13001 三村　敬治 みむら　けいじ 北斗クラブ
13002 斉藤　武一郎 さいとうたけいちろう 北斗クラブ
13003 篠田　裕司 しのだ　ゆうじ 北斗クラブ
13004 斉藤　一久 さいとう　かずひさ 北斗クラブ
13005 城方　秀之 じょうほう　ひでゆき 北斗クラブ
13006 福島　次郎 ふくしま　じろう 北斗クラブ
14001 伊関　美由紀 いせき　みゆき ラヴオール
14002 千葉　早智子 ちば　さちこ ラヴオール
14003 山本　恵美子 やまもと　えみこ ラヴオール
14004 五十畑　利枝 いそはた　としえ ラヴオール
14005 菅原　政子 すがわら　まさこ ラヴオール
14006 古澤　紀子 ふるさわ　のりこ ラヴオール
14007 草野　恵子 くさの　けいこ ラヴオール
14008 渡会　直美 わたらい　なおみ ラヴオール
14009 佐藤　能子 さとう　よしこ ラヴオール
15001 野中　アサノ のなか　あさの ロッキー
15002 吉野　美津子 よしの　みつこ ロッキー
15003 園田　美恵 そのだ　みえ ロッキー
15004 中本　美恵子 なかもと　みえこ ロッキー
15005 仲田　絹代 なかた　きぬよ ロッキー
15006 中山　貴子 なかやま　たかこ ロッキー
15007 福地　恭子 ふくち　きょうこ ロッキー
15008 長谷井　智子 はせい　ともこ ロッキー
15009 渋谷　明美 しぶや　あけみ ロッキー
15010 岡野　啓子 おかの　けいこ ロッキー



 2020年9月19日現在　（学生は最後尾に記載）

北区
会員番号

氏名 ふりがな 所属名

15011 柳澤　浩子 やなぎさわ　ひろこ ロッキー
15012 平井　アヤ子 ひらい　あやこ ロッキー
15013 磨田　安子 とぎた　やすこ ロッキー
15014 加藤　豊子 かとう　とよこ ロッキー
15015 宮下　由美 みやした　ゆみ ロッキー
15016 長島　由紀江 ながしま　ゆきえ ロッキー
15017 鈴木　園枝 すずき　そのえ ロッキー
15018 竹内　佳子 たけうち　よしこ ロッキー
15019 南谷　ひとみ みなみたに　ひとみ ロッキー
15020 岡村　百合子 おかむら　ゆりこ ロッキー
15021 中塚　洋子 なかつか　ようこ ロッキー
15022 小野　茂子 おの　しげこ ロッキー
15023 立花　道子 たちばな　みちこ ロッキー
15024 内田　操 うちだ　みさお ロッキー
15025 雨宮　薫 あめみや　かおる ロッキー
16001 小林　弘美 こばやし　ひろみ ABC
16002 舟木　悦子 ふなき　えつこ ABC
16003 高橋　彩子 たかはし　あやこ ABC
16004 樺沢　恵美 かばさわ　えみ ABC
16005 石渡　忍 いしわたり　しのぶ ABC
16006 小島　有希子 こじま　ゆきこ ABC
16007 砂本　愛 すなもと　あい ABC
16008 杉田　万由美 すぎた　まゆみ ABC
16009 牧野　久美 まきの　くみ ABC
16010 柴田　由美子 しばた　ゆみこ ABC
17001 原　啓介 はら　けいすけ BCとち
17002 市川　友夢 いちかわ　とむ BCとち
17003 曽田　達 そた　とおる BCとち
17004 伊藤　誠子 いとう　せいこ BCとち
17005 佐藤　崇 さとう　たかし BCとち
17006 児玉　崚 こだま　りょう BCとち
17007 斎藤　哲周 さいとう　てっしゅう BCとち
17008 安井　一生 やすい　かずき BCとち
17009 水谷　萌々 みずたに　ももい BCとち
17010 植田　宅哉 うえだ　たくや BCとち
17011 杉原　絢 すぎはら　あや BCとち
17012 湯浅　克哉 ゆあさ　かつや BCとち
17013 市川　千緩 いちかわ　ちひろ BCとち
17014 村中　啓史 むらなか　ひろし BCとち
17015 五郎谷　晋也 ごろうや　しんや BCとち
17016 村田　渉 むらた　わたる BCとち
17017 井出　真美佳 いで　まみか BCとち
17018 三本松　次郎 さんぼんまつ　じろう BCとち
17019 沼尻　奈津美 ぬまじり　なつみ BCとち
17020 野崎　朋弥 のざき　ともや BCとち
17021 加藤　正澄 かとう　まさずみ BCとち
17022 大町　惇 おおまち　あつし BCとち
17023 大森　雄太 おおもり　ゆうた BCとち
17024 二瓶　明子 にへい　あきこ BCとち
17025 森田　岳 もりた　がく BCとち
17026 伊藤　太亮 いとう　だいすけ BCとち
17027 平間　優香 ひらま　ゆうか BCとち
18001 近藤　竹雄 こんどう　たけお GREED
18002 鈴木　亮輔 すずき　りょうすけ GREED
18003 山下　勝 やました　まさる GREED
18004 新田　正樹 にった　まさき GREED
18005 李　銀鎬 イ　ウンホ GREED
18006 渡辺　義範 わたなべ　よしのり GREED
18007 野口　裕輔 のぐち　ゆうすけ GREED
18008 原　直美 はら　なおみ GREED
18009 矢作　充 やさく　みつる GREED
18010 草間　忍 くさま　しのぶ GREED
18011 川元　裕介 かわもと　ゆうすけ GREED
19001 渡邊　春男 わたなべ　はるお ＮＢＦ
19002 貫井　智一 ぬくい　ともかず ＮＢＦ
19003 小林　弘明 こばやし　ひろあき ＮＢＦ
19004 高島　　聡 たかしま　さとし ＮＢＦ
19005 石井　巖 いしい　いわお ＮＢＦ
19006 平野　加奈子 ひらの　かなこ NBF
21001 徳永　俊宣 とくなが　としのぶ 日本製紙
21002 伏間　誠志 ふすま　さとし 日本製紙
21003 石崎　雅也 いしざき　まさや 日本製紙
21004 大石　正淳 おおいし　まさとし 日本製紙
21005 遠藤　昭一 えんどう　しょういち 日本製紙
21006 宮成　正恵 みやなり　まさえ 日本製紙
21007 川真田　友紀 かわまた　とものり 日本製紙
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21008 鉄穴口　晃 かんなぐち　あきら 日本製紙
21009 荒川　憲司 あらかわ　けんじ 日本製紙
21010 吉田　浩紀 よしだ　ひろき 日本製紙
21011 大塩　拓弥 おおしお　たくや 日本製紙
21012 佐久間　瞳 さくま　ひとみ 日本製紙
21013 保志名　沙紀 ほしな　さき 日本製紙
21014 加藤　香織 かとう　かおり 日本製紙
21015 村井　克弥 むらい　かつや 日本製紙
21016 比佐　光一 ひさ　こういち 日本製紙
21017 天野　奈美 あまの　なみ 日本製紙
21018 原　真依子 はら　まいこ 日本製紙
22001 高橋　良一 たかはし　りょういち JBC
22002 松本　一男 まつもと　かずお JBC
22003 生方　克幸 うぶかた　かつゆき JBC
22004 松丸　健一 まつまる　けんいち JBC
22005 勝部　昇治 かつべ　しょうじ JBC
22006 蛭沼　勝也 ひるぬま　かつや JBC
22007 福岡　宏幸 ふくおか　ひろゆき JBC
22008 内山　高典 うちやま　たかのり JBC
22009 山添　英樹 やまぞえ　ひでき JBC
22010 島本　尚典 しまもと　ひさのり JBC
22011 和島　勝幸 わじま　かつゆき JBC
22012 瀬尾　一明 せお　かずあき JBC
22013 伊藤　健一郎 いとう　けんいちろう JBC
22014 国府田鉄男 こくふだ　てつお JBC
23001 日野　啓吾 ひの　けいご B.Cリバティー
23002 星谷　和雅 ほしや　かずまさ B.Cリバティー
23003 片岡　浩 かたおか　ひろし B.Cリバティー
23004 福田　良道 ふくだ　よしみち B.Cリバティー
23005 平井　智也 ひらい　ともや B.Cリバティー
23006 大河原　翔二 おおかわら　しょうじ B.Cリバティー
23007 木村　榮浩 きむら　たかひろ B.Cリバティー
23008 栗原　佑真 くりはら　ゆうま B.Cリバティー
23009 武田　直子 たけだ　なおこ B.Cリバティー
23010 菅野　綾子 かんの　あやこ B.Cリバティー
23011 大谷　美咲 おおたに　みさき B.Cリバティー
23012 三浦　優里 みうら　ゆり B.Cリバティー
23013 鶴岡　可奈子 つるおか　かなこ B.Cリバティー
23014 古橋　治紀 ふるはし　はるき B.Cリバティー
23015 富山　誠二 とみやま　せいじ B.Cリバティー
23016 笹本　晶子 ささもと　しょうこ B.Cリバティー
23017 大西　秀人 おおにし　ひでと B.Cリバティー
23018 阿久津　孝尚 あくつ　たかひさ B.Cリバティー
26001 鈴木　勇太 すずき　ゆうた バローロ
26002 遠藤　正洋 えんどう　まさひろ バローロ
26003 遠藤　洋平 えんどう　ようへい バローロ
26004 生方　伸弥 うぶかた　しんや バローロ
26005 三好　一王 みよし　かずたか バローロ
26006 佐藤　章 さとう　あきら バローロ
26007 田岡　寿一 たおか　じゅいち バローロ
26008 吉田　一貴 よしだ　かずき バローロ
27001 金田　健太郎 かねだ　けんたろう しばいぬ。クラブ
27002 齊藤　由佳 さいとう　ゆか しばいぬ。クラブ
27003 植田　成人 うえだ　なると しばいぬ。クラブ
27004 菊川　翼 きくかわ　つばさ しばいぬ。クラブ
27005 大島　雄人 おおしま　ゆうと しばいぬ。クラブ
27006 西川　千晴 にしかわ　ちはる しばいぬ。クラブ
27007 秋谷　華澄 あきや　かすみ しばいぬ。クラブ
27008 米田　文香 こめだ　ふみか しばいぬ。クラブ
27009 志賀　奈々 しが　なな しばいぬ。クラブ
27010 髙橋　魁 たかはし　かい しばいぬ。クラブ
27011 中川　雄介 なかがわ　ゆうすけ しばいぬ。クラブ
27012 塙　駿也 はなわ　しゅんや しばいぬ。クラブ
27013 藤田　陽路 ふじた　ひろ しばいぬ。クラブ
27014 星　真人 ほし　まなと しばいぬ。クラブ
27015 林　雄一郎 はやし　ゆういちろう しばいぬ。クラブ
27016 小山　ゆう紀 こやま　ゆうき しばいぬ。クラブ
27017 美野　わかば みの　わかば しばいぬ。クラブ
27018 長谷川　翔子 はせがわ　しょうこ しばいぬ。クラブ
27019 関本　柚乃 せきもと　ゆずの しばいぬ。クラブ
27020 大塚　ひかる おおつか　ひかる しばいぬ。クラブ
27021 甲斐　美咲 かい　みさき しばいぬ。クラブ
27022 玉城　菜々 たましろ　なな しばいぬ。クラブ
27023 髙垣　昂佑 たかがき　ゆう しばいぬ。クラブ
32001 中尾　瑞穂 なかお　みずほ 滝野川紅葉中学校
32002 堀　二三子 ほり　ふみこ 滝野川紅葉中学校
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32003 四條　美樹 しじょう　みき 滝野川紅葉中学校
32004 大胡　祥子 おおご　しょうこ 滝野川紅葉中学校
32005 青木　昌子 あおき　まさこ 滝野川紅葉中学校
32006 栗山　徹 くりやま　とおる 滝野川紅葉中学校
32007 滝沢　彰宏 たきざわ　あきひろ 滝野川紅葉中学校
32008 村田　慎之介 むらた　しんのすけ 滝野川紅葉中学校
32009 猪瀬　美紀 いのせ　みき 滝野川紅葉中学校
33001 中里　栄一 なかざと　えいいち 田端小Ｐ
33002 中里　友 なかざと　ゆう 田端小Ｐ
33003 豊田　裕司 とよだ　ゆうじ 田端小Ｐ
33004 遠藤　菜実子 えんどう　なみこ 田端小Ｐ
35001 金子　修一 かねこ　しゅういち 赤羽台西小学校バドミントン同好会
35002 金子　芳江 かねこ　よしえ 赤羽台西小学校バドミントン同好会
35003 野村　まり子 のむら　まりこ 赤羽台西小学校バドミントン同好会
35004 田口　泰弘 たぐち　やすひろ 赤羽台西小学校バドミントン同好会
35005 吉田　知弘 よしだ　ともひろ 赤羽台西小学校バドミントン同好会
35006 吉田　晴美 よしだ　はるみ 赤羽台西小学校バドミントン同好会
36001 石川　雅美 いしかわ　まさみ 滝野川もみじ小学校PTA
36002 塚越　露菜 つかこし　つゆな 滝野川もみじ小学校PTA
36003 関根　絵里香 せきね　えりか 滝野川もみじ小学校PTA
36004 神﨑　桜子 かんざき　さくらこ 滝野川もみじ小学校PTA
36005 滝澤　仁子 たきざわ　きみこ 滝野川もみじ小学校PTA
36006 林　恵理香 はやし　えりか 滝野川もみじ小学校PTA
36007 佐々木　智 ささき　さとし 滝野川もみじ小学校PTA
36008 高橋　晴衛 たかはし　はるえ 滝野川もみじ小学校PTA
36009 岸　久恵 きし　ひさえ 滝野川もみじ小学校PTA
36010 宮崎　達洋 みやざき　たつひろ 滝野川もみじ小学校PTA
36011 神崎　浩 かんざき　ひろし 滝野川もみじ小学校PTA
36012 増屋　優 ますや　すぐる 滝野川もみじ小学校PTA
36013 横山　隼人 よこやま　はやと 滝野川もみじ小学校PTA
38001 末武　恵子 すえたけ　けいこ 王子桜中学校PTA
38002 藤長　理恵 ふじなが　りえ 王子桜中学校PTA
42001 渡邊　涼子 わたなべ　りょうこ 稲田小学校PTA
42002 内田　博和 うちだ　ひろかず 稲田小学校PTA
42003 渡辺　記代子 わたなべ　きよこ 稲田小学校PTA
42004 田中　悟 たなか　さとる 稲田小学校PTA
42005 小路　みゆき しょうじ　みゆき 稲田小学校PTA
42006 齊藤　めぐみ さいとう　めぐみ 稲田小学校PTA
43001 草間　みどり くさま　みどり なでしこ小学校PTA
43002 長谷川　桐華 はせがわ　きりか なでしこ小学校PTA
43003 高須　彩 たかす　あや なでしこ小学校PTA
43004 堀江　由恵 ほりえ　よしえ なでしこ小学校PTA
43005 門脇　幸果 かどわき　さちか なでしこ小学校PTA
43006 笹森　さおり ささもり　さおり なでしこ小学校PTA
43007 岡本　知子 おかもと　ともこ なでしこ小学校PTA
43008 金井　倫子 かない　みちこ なでしこ小学校PTA
44001 矢野　英知 やの　ひでとも 豊川小学校PTAﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ同好会
44002 関根　喜章 せきね　よしあき 豊川小学校PTAﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ同好会
44003 松山　勇一郎 まつやま　ゆういちろう 豊川小学校PTAﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ同好会
44004 宮原　恵介 みやはら　けいすけ 豊川小学校PTAﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ同好会
44005 町田　祐介 まちだ　ゆうすけ 豊川小学校PTAﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ同好会
44006 濱田　玲子 はまだ　れいこ 豊川小学校PTAﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ同好会
45001 山口　知恵 やまぐち　ちえ 八幡小学校PTA
45002 高橋　町子 たかはし　まちこ 八幡小学校PTA
45003 松尾　恵美子 まつお　えみこ 八幡小学校PTA
45004 大久保　直子 おおくぼ　なおこ 八幡小学校PTA
47001 山本　隆 やまもと　たかし 滝野川第三小学校PTA
47002 熊谷　美紀子 くまがい　みきこ 滝野川第三小学校PTA
47003 鈴木　麻由美 すずき　まゆみ 滝野川第三小学校PTA
47004 吉田　俊文 よしだ　としふみ 滝野川第三小学校PTA
47005 北村　亜希子 きたむら　あきこ 滝野川第三小学校PTA
47006 植野　孝 うえの　たかし 滝野川第三小学校PTA
50001 中野　淳 なかの　あつし 滝２小PTA
50002 中野　麻子 なかの　あさこ 滝２小PTA
51001 児玉　由希子 こだま　ゆきこ 滝野川飛鳥中
51002 佐藤　恵美 さとう　めぐみ 滝野川飛鳥中
51003 藤井　章子 ふじい　あきこ 滝野川飛鳥中
51004 嶋本　寿美 しまもと　すみ 滝野川飛鳥中
51005 児玉　貴之 こだま　たかゆき 滝野川飛鳥中
51006 及川　将弥 おいかわ　まさや 滝野川飛鳥中
51007 富岡　亜希子 とみおか　あきこ 滝野川飛鳥中
00001 伊草　幸子 いぐさ　さちこ 個人登録
00002 高木　好子 たかぎ　よしこ 個人登録
00003 縫島　孝郎 ぬいじま　たかお 個人登録
00004 佐々木　洋子 ささき　ようこ 個人登録
00005 齋藤　篤思 さいとう　あつし 個人登録
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00006 松原　長 まつばら　たける 個人登録
00007 山口　篤史 やまぐち　あつし 個人登録
00008 菅原　清隆 すがわら　きよたか 個人登録
00009 渡邉　誠士 わたなべ　まこと 個人登録
00010 小竹　禎 こたけ　ただし 個人登録
00011 上保　千鶴 じょうほ　ちづる 個人登録
00012 池田　真澄 いけだ　ますみ 個人登録
00013 福田　武彦 ふくだ　たけひこ 個人登録
00014 福島　海良 ふくしま　かいら 個人登録
00015 福岡　愛唯　 ふくおか　めい 個人登録
00016 松原　未来 まつばら　さき 個人登録
00017 荒木　史恵 あらき　ふみえ 個人登録
00018 川名部　洋子 かわなべ　ようこ 個人登録
00019 長谷見　実歩 はせみ　みのぶ 個人登録
00020 村尾　繁 むらお　しげる 個人登録
00021 根本　由香利 ねもと　ゆかり 個人登録
00022 奥村　桂子 おくむら　けいこ 個人登録
00023 金井　寿江 かない　ひさえ 個人登録
00024 金井　mint かない　みんと 個人登録
00025 矢野　純平 やの　じゅんぺい 個人登録
00026 向山　侑甫 むかいやま　ゆうすけ 個人登録

G1 服部　叡人 はっとり　まさき バドフライ
G2 砂本　天 すなもと　そら ABC
G3 砂本　妃里 すなもと　ひめり ABC
G4 甲斐　詩子 かい　うたこ ABC
G5 草間　凪 くさま　なぎさ 東京家政学院大学中学校
G6 蛭沼　沙也 ひるぬま　さや JBC
G7 篠田　真凜 しのだ　まりん
G8 堀内　蒼太 ほりうち　そうた
G9 島田　鞠子 しまだ　まりこ
G10 中里　玲 なかざと　れい
G11 小林　瑶季 こばやし　たまき
G12 福島　梨乃 ふくしま　りの


