
年齢カテゴリー 氏名 ふりがな 所属 パートナー 所属
30 MS 大塚泰之 おおつか　やすゆき 茨城
30 MS 小沢直樹 おざわ　なおき 茨城
30 MS 多田幸司 ただ　こうじ 茨城
35 MS 小川晃弘 おがわ　あきひろ 茨城
40 MS 齋藤豊 さいとう　ゆたか 茨城
40 MS 小森匡紹 こもり　ただつぐ 茨城
40 MS 砂原誠 すなはら　まこと 茨城
45 MS 松谷寛 まつたに　ひろし 茨城
50 MS 成田隆二 なりた　りゅうじ 茨城
55 MS 井上茂 いのうえ　しげる 茨城
55 MS 荒井慎二 あらい　しんじ 茨城
55 MS 森研二 もり　けんじ 茨城
60 MS 長沼茂 ながぬま　しげる 茨城
60 MS 松本弘之 まつもと　ひろゆき 茨城
60 MS 小口弘之 こぐち　ひろゆき 茨城
60 MS 豊野至 とよの　いたる 茨城
65 MS 林高志 はやし　たかし 茨城
65 MS 百瀬記達 ももせ　のりみち 茨城
65 MS 菅野孝 かんの　たかし 茨城
65 MS 千葉勇次 ちば　ゆうじ 茨城
70 MS 伴順造 ばん　じゅんぞう 茨城
70 MS 早川博 はやかわ　ひろし 茨城
30 WS 井上郁美 いのうえ　いくみ 茨城
40 WS 柳瀬美幾 やなせ　みちか 茨城
40 WS 赤津美奈子 あかつ　みなこ 茨城
45 WS 安藤恵美 あんどう　えみ 茨城
45 WS 稲毛幸子 いなげ　ゆきこ 茨城
45 WS 中川早苗 なかがわ　さなえ 茨城
50 WS 塚田豊子 つかだ　とよこ 茨城
50 WS 高野美子 たかの　よしこ 茨城
55 WS 荒井春江 あらい　はるえ 茨城
55 WS 大池久子 おおいけ　ひさこ 茨城
60 WS 北山みと子 きたやま　みとこ 茨城
65 WS 山村由枝 やまむら　よしえ 茨城
30 MD 大塚　泰之 おおつか　やすゆき 茨城 千葉
30 MD 福田仁 ふくだ　ひとし 千葉
30 MD 小沢直樹 おざわ　なおき 茨城 多田幸司 茨城
30 MD 多田幸司 ただ　こうじ 茨城 小沢直樹 茨城
35 MD 長谷川真吾 はせがわ　しんご 茨城 結束典弘 茨城
35 MD 結束典弘 けっそく　のりひろ 茨城 長谷川真吾 茨城
35 MD 中澤健亮 なかざわ　けんすけ 茨城 今井章人 茨城
35 MD 今井章人 いまい　あきと 茨城 中澤健亮 茨城
35 MD 関口修一 せきぐち　しゅういち 茨城 鹿内正人 茨城
35 MD 鹿内正人 しかうち　まさと 茨城 関口修一 茨城
40 MD 照沼貴人 てるふま　たかと 茨城
40 MD 石岡直樹 いしおか　なおき 群馬
40 MD 齋藤豊 さいとう　ゆたか 茨城 小森匡紹 茨城
40 MD 小森匡紹 こもり　ただつぐ 茨城 齋藤豊 茨城
40 MD 大橋雅道 おおはし　まさみち 茨城 高嶋進 茨城
40 MD 高嶋進 たかしま　すすむ 茨城 大橋雅道 茨城
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50 MD 成田隆二 なりた　りゅうじ 茨城 福田栄記 東京
50 MD 福田栄記 ふくだ　えいき 東京
50 MD 田所直昭 たどころ　なおあき 茨城 小河俊行 未登録
50 MD 小河俊行 おごう　としゆき 未登録 田所直昭 茨城
55 MD 井上茂 いのうえ　しげる 茨城 荒井慎二 茨城
55 MD 荒井慎二 あらい　しんじ 茨城 井上茂 茨城
55 MD 谷　広行 たに　ひろゆき 茨城 石橋　浩 千葉
55 MD 石橋　浩 いしばし　ひろし 千葉
60 MD 長沼茂 ながぬま　しげる 茨城 林高志 茨城
60 MD 林高志 はやし　たかし 茨城 長沼茂 茨城
60 MD 松本弘之 まつもと　ひろゆき 茨城 小口弘之 茨城
60 MD 小口弘之 こぐち　ひろゆき 茨城 松本弘之 茨城
60 MD 豊野至 とよの　いたる 茨城 伴順造 茨城
60 MD 伴順造 ばん　じゅんぞう 茨城 豊野至 茨城
65 MD 藤森秀信 ふじもり　ひでのぶ 茨城 山本義正 東京都
65 MD 山本義正 やまもと　よしまさ 東京都
65 MD 百瀬記達 ももせ　のりみち 茨城 川又修 茨城
65 MD 川又修 かわまた　おさむ 茨城 百瀬記達 茨城
65 MD 大川健太郎 おおかわ　けんたろう 茨城 早川博 茨城
65 MD 早川博 はやかわ　ひろし 茨城 大川健太郎 茨城
30 WD 小島真奈美 こじま　まなみ 茨城 井上郁美 茨城
30 WD 井上郁美 いのうえ　いくみ 茨城 小島真奈美 茨城
30 WD 森由香 もり　ゆか 茨城 大崎律子 茨城
30 WD 大崎律子 おおさき　りつこ 茨城 森由香 茨城
40 WD 柳瀬美幾 やなせ　みちか 茨城 赤津美奈子 茨城
40 WD 赤津美奈子 あかつ　みなこ 茨城 柳瀬美幾 茨城
40 WD 坂本久美子 さかもと　くみこ 茨城 立川陽子 千葉
40 WD 立川陽子 たちかわ　ようこ 千葉
45 WD 森知美 もり　ともみ 茨城 羽生美恵 茨城
45 WD 羽生美恵 はにゅう　みえ 茨城 森知美 茨城
50 WD 出口智子 でぐち　さとこ 茨城 細川初枝 栃木
50 WD 細川初枝 ほそかわ　はつえ 栃木
50 WD 塚田豊子 つかだ　とよこ 茨城 山原初代 神奈川
50 WD 山原初代 やまはら　はつよ 神奈川
55 WD 荒井春江 あらい　はるえ 茨城 大池久子 茨城
55 WD 大池久子 おおいけ　ひさこ 茨城 荒井春江 茨城
55 WD 桜井　千賀子 さくらい　ちかこ 茨城 谷川　みちよ 茨城
55 WD 谷川　みちよ たにかわ　みちよ 茨城 桜井　千賀子 茨城
60 WD 北山みと子 きたやま　みとこ 茨城 吉川寿子 茨城
60 WD 吉川寿子 よしかわ　ひさこ 茨城 北山みと子 茨城
60 WD 川又時子 かわまた　ときこ 茨城 川又文子 茨城
60 WD 川又文子 かわまた　あやこ 茨城 川又時子 茨城
65 WD 山村由枝 やまむら　よしえ 茨城 中町扶美代 神奈川
65 WD 中町扶美代 なかまち　ふみよ 神奈川


