
0203 イーストジャパン選手権
アマ／D級スタンダード

リーダー ﾌﾘｶﾞﾅ 登録番号 パートナー ﾌﾘｶﾞﾅ 登録番号
浅石　松恵 ｱｻｲｼ ﾏﾂｴ 086101380470 山本　功枝 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂｴ 107898380470
浅木　哲 ｱｻｷ ﾃﾂ 065509380525 竹内　孝子 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｺ 035625380525
荒武　政司 ｱﾗﾀｹ ﾏｻｼ 095533380821 藤田　満里子 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘｺ 095534380821
飯山　勇 ｲｲﾔﾏ ｲｻﾑ 012775370060 飯塚　京子 ｲｲﾂﾞｶ ｷｮｳｺ 012772370060
池谷　敞 ｲｹﾉﾔ ﾀｶｼ 049135370060 池谷　明子 ｲｹﾉﾔ ｱｷｺ 049136370060
市川　稔 ｲﾁｶﾜ ﾐﾉﾙ 014733380229 市川　宏子 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｺ 014735380229
猪野　功 ｲﾉ ｲｻｵ 089199380229 松本　友規子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｺ 089200380229
入江　啓介 ｲﾘｴ ｹｲｽｹ 074919370014 加藤　綾子 ｶﾄｳ ｱﾔｺ 010408370014
内村　正明 ｳﾁﾑﾗ ﾏｻｱｷ 101255350031 内村　真名子 ｳﾁﾑﾗ ﾏﾅｺ 101256350031
岡崎　政雄 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻｵ 025710380229 藤田　年子 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼｺ 025718380229
小川　忠英 ｵｶﾞﾜ ﾀﾀﾞﾋﾃﾞ 071117380642 高野　美保子 ﾀｶﾉ ﾐﾎｺ 071115380642
落合　晃 ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ 078226380474 西村　篤子 ﾆｼﾑﾗ ｱﾂｺ 095135380474
香川　誠次 ｶｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 050756380229 白藤　るり子 ｼﾗﾌｼﾞ ﾙﾘｺ 014753380229
片岡　利夫 ｶﾀｵｶ ﾄｼｵ 007277360005 片岡　満洲子 ｶﾀｵｶ ﾏｽｺ 007278360005
片桐　俊夫 ｶﾀｷﾞﾘ ﾄｼｵ 106183350000 大木　美智子 ｵｵｷ ﾐﾁｺ 106184350000
金子　平八郎 ｶﾈｺ ﾍｲﾊﾁﾛ 009505370005 初田　郁子 ﾊﾂﾀﾞ ｲｸｺ 046704370005
川口　章 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷﾗ 012288370053 川口　美代子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾖｺ 012284370053
川名　孝雄 ｶﾜﾅ ﾀｶｵ 078903360004 川名　怜子 ｶﾜﾅ ﾚｲｺ 078904360004
倉持　庄一 ｸﾗﾓﾁ ｼｮｳｲﾁ 047873350014 板谷　雅枝 ｲﾀﾔ ﾏｻｴ 047874350014
越村　東正 ｺｼﾑﾗ ｱｽﾞﾏｻ 015285380462 古明地　直美 ｺﾒｲｼﾞ ﾅｵﾐ 086051380462
近藤　隆 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 045846360003 近藤　のぶ子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｺ 045847360003
斉藤　一男 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 005625370016 佐藤　暁美 ｻﾄｳ ｱｹﾐ 009523370016
斎藤　秀世 ｻｲﾄｳ ｼｭｳｾｲ 008768370000 安田　侑子 ﾔｽﾀﾞ ﾕｷｺ 106960370021
下山　茂蔵 ｼﾓﾔﾏ ｼｹﾞｿﾞｳ 068534360002 西山　智美 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓﾐ 071390360002
白砂　和洋 ｼﾗｻｺﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 099386370054 早坂　直子 ﾊﾔｻｶ ﾅｵｺ 047403380000
杉浦　重和 ｽｷﾞｳﾗ ｼｹﾞｶｽﾞ 064987360002 杉浦　真知子 ｽｷﾞｳﾗ ﾏﾁｺ 076866360002
鈴木　一夫 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ 055273380525 桑山　紘子 ｸﾜﾔﾏ ﾋﾛｺ 036813380525
砂川　育太朗 ｽﾅｶﾞﾜ ｲｸﾀﾛｳ 044267380746 西尾　良子 ﾆｼｵ ﾘｮｳｺ 108424380746
関本　修一 ｾｷﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 061060368801 本明　幸子 ﾎﾝﾐｮｳ ｻﾁｺ 078643368801
曽根　兼義 ｿﾈ ｶﾈﾖｼ 009972370011 曽根　節子 ｿﾈ ｾﾂｺ 009971370011
高木　博 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ 105241368801 田原　さゆり ﾀﾜﾗ ｻﾕﾘ 105243368801
高澤　清剛 ﾀｶｻﾞﾜ ｷﾖﾀｶ 084443360002 高澤　千代子 ﾀｶｻﾞﾜ ﾁﾖｺ 084442360002
竹之内　秀雄 ﾀｹﾉｳﾁ ﾋﾃﾞｵ 098878358801 浅川　千恵子 ｱｻｶﾜ ﾁｴｺ 098880358801
田渕　義章 ﾀﾌﾞﾁ ﾖｼｱｷ 020594350000 本田　しの ﾎﾝﾀﾞ ｼﾉ 061361350000
塚本　雅一 ﾂｶﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 009999370003 渡辺　夕子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ 023214370003
手塚　政司 ﾃﾂﾞｶ ｾｲｼ 101695380103 前田　弘子 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｺ 101696380103
中野　吉徳 ﾅｶﾉ ﾖｼﾉﾘ 011461370021 中島　桂子 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｺ 011007370021
名児耶　淳 ﾅｺﾞﾔ ｱﾂｼ 051312380468 石田　れい子 ｲｼﾀﾞ ﾚｲｺ 058903380468
二ノ宮　宣行 ﾆﾉﾐﾔ ﾉﾌﾞﾕｷ 025675380344 二ノ宮　鈴子 ﾆﾉﾐﾔ ｽｽﾞｺ 025765380344
野木　英明 ﾉｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 007083360002 野木　艶江 ﾉｷﾞ ﾂﾔｴ 007093360002
野口　一徳 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 071590370024 石田　敬子 ｲｼﾀﾞ ｹｲｺ 110308370024
秦　秀夫 ﾊﾀ ﾋﾃﾞｵ 111188368801 野村　恵子 ﾉﾑﾗ ｹｲｺ 111189368801
日比野　正美 ﾋﾋﾞﾉ ﾏｻﾐ 062553370014 日比野　寿栄 ﾋﾋﾞﾉ ｽｴ 062554370014
平島　秀憲 ﾋﾗｼﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 082656378801 中野　麗子 ﾅｶﾉ ﾚｲｺ 108098380000
藤木　秀明 ﾌｼﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 008840370000 吉武　澄江 ﾖｼﾀｹ ｽﾐｴ 011080370021
古川　雅次 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾂｸﾞ 054669370013 杉本　ひとみ ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾄﾐ 112253370013
堀野　正彦 ﾎﾘﾉ ﾏｻﾋｺ 008629370000 堀野　みどり ﾎﾘﾉ ﾐﾄﾞﾘ 008630370000
前田　八峯 ﾏｴﾀﾞ ﾔﾂｵ 078238380474 前田　啓子 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｺ 078240380474
松下　一雄 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｵ 067071350055 松下　幸子 ﾏﾂｼﾀ ﾕｷｺ 067072350055
籾山　喜代次 ﾓﾐﾔﾏ ｷﾖｼﾞ 048777380376 籾山　信子 ﾓﾐﾔﾏ ﾉﾌﾞｺ 048778380376
安成　敬一郎 ﾔｽﾅﾘ ｹｲｲﾁﾛ 006869360003 西出　三枝子 ﾆｼｲﾃﾞ ﾐｴｺ 036471360003
山口　定雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾀﾞｵ 009988370011 竹内　邑子 ﾀｹｳﾁ ｻﾄｺ 009977370011
横山　康彦 ﾖｺﾔﾏ ﾔｽﾋｺ 008496370000 横山　和惠 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞｴ 008495370000
吉沢　純一 ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 059232370025 蓑　惠子 ﾐﾉ ｹｲｺ 059231370025
吉田　幸平 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ 005556350002 保坂　恵美子 ﾎｻｶ ｴﾐｺ 005563350002
和田　英治 ﾜﾀﾞ ｴｲｼﾞ 015496380469 和田　三樹代 ﾜﾀﾞ ﾐｷﾖ 015483380469


