
2011　磯子区ダブルス大会参加者名簿

種目 No. 参加者 参加者 所属 種目 No. 参加者 参加者 所属
1 鈴木 辰宏 津滝 修司 ＩＢＳ 1 小川 恵子 上枝 奈央子 ＩＢＳ
2 島山 裕一郎 桝田 康男 ＩＢＳ 2 若林 圭子 岸本 実樹 たまひよＢＣ
3 東 良 国重 大地 たまひよＢＣ 3 中野 雅美 天野 由佳 汐見台ＢＣ
4 渡辺 隆太郎 佐々木 彬利 たまひよＢＣ 4 氣谷 沙織 川原 あず沙 本牧ＢＣ
5 加藤 一音 松野 友貴 本牧ＢＣ 5 兼松 美帆 伊藤 友美 海公サッカーズ
6 日吉 哲郎 青沼 舜 海公サッカーズ 6 大場 真由美 嶋田 真純 海公サッカーズ
7 大場 正規 石川 智也 海公サッカーズ・たまひよＢＣ 7 松川 京子 高野 里美 ＩＨＩ横浜
8 町田 佑樹 田村 貴明 神奈川大学 8 山田 典子 本郷 涼子 ＹＢＣ
9 堀本 愁祐 西崎 真史 ＩＨＩ横浜 9 鎌田 綾子 嶽 瑶子 ＹＢＣ

10 片岡 清市郎 植村 真一 ＩＨＩ横浜 10 田中 雅代 小池 千波 青砥ファミリー
1 飯嶋 則男 遠山 ＭＫ☆ＣＬＵＢ 1 神谷 夏帆 小島 陽子 ＢＴＫ
2 塚田 浩介 橘 友輔 ＭＫ☆ＣＬＵＢ 2 中川 恵理子 志和 寛子 たまひよＢＣ
3 森 大典 勅使河原 憲一 ＭＫ☆ＣＬＵＢ 3 佐々木 敏子 末松 富江 Ｔｅａｍ Ａｌｉｃｅ
4 佐相 尚哉 山口 敏志 ＭＫ☆ＣＬＵＢ 4 加藤 邦子 小杉 直美 ひろば
5 宗像 力 大内 康太 たまひよＢＣ 5 青柳 容子 内田 治子 杉田スティーラーズ
6 田中 圭介 今 淳平 フリー 6 塩原 麻友美 後藤 みどり ガチンコＹＫＣ
7 横井 彰 沼崎 隼一 杉田スティーラーズ 7 寺島 万里江 山崎 まゆみ プリューム
8 小島 英之 志子田 敦史 ＩＨＩ横浜 8 町本 菜穂子 山内 知子 プリューム
9 高野 正規 野村 義治 ＹＢＣ 9 関根 恵 近藤 雅子 はまなん

10 周東 雅之 鈴木 修造 ＹＢＣ 1 河野 真弓 岡本 奈都 杉田わかば
11 加藤 博之 坂下 壮一郎 ＹＢＣ 2 河合 仁美 仁田脇 洋子 ひろば
12 荒巻 大介 成見 淳平 ＹＢＣ 3 中村 暢子 川口 清美 本牧ＢＣ
13 田中 正人 長嶺 淳嘉 青砥ファミリー 4 内山 明美 前田 幸子 きらら
14 小林 政貴 中原 正俊 青砥ファミリー 5 白岩 三千代 岡倉 留美子 きらら
1 佐藤 宏貴 相澤 芳映 ＭＫ☆ＣＬＵＢ 6 村田 和江 塩塚 淳子 きらら
2 永家 慎一 掛橋 朋之 ＳＣＩ 7 野村 理沙 武田 涼子 ＹＢＣ
3 目黒 謙二 佐藤 拓郎 ＳＣＩ 8 田中 寧々 秋元 弥々 青砥ファミリー
4 津福 一成 北村 憲志 杉田わかば 9 重田 洋子 山田 まゆみ フライデー
5 竹山 祐司 田村 和男 フリー 1 福地 晴美 荒井 沙耶 ＳＣＩ
6 中村 光男 山村 光一 汐見台ＢＣ 2 加藤 詩織 高木 紀子 ＳＣＩ
7 柏谷 直美 後藤 聡志 汐見台ＢＣ 3 芳川 順子 辻 賀津子 Ｔｅａｍ Ａｌｉｃｅ
8 竹内 賢二 山口 英雄 杉田スティーラーズ 4 本間 寿子 山高 利子 山手クラブ
9 石垣 信一 中島 博司 杉田スティーラーズ 5 荒川 暁子 渡邊 聖子 ガチンコＹＫＣ

10 工藤 暢高 肖 鋒 虹の会 1 尾崎 裕一 鮫島 康則 汐見台ＢＣ
11 松田 実 有村 昭 虹の会・日本発条 2 境野 伸也 柄本 孝 汐見台ＢＣ
12 山本 暁生 加藤 大済 ガチンコＹＫＣ 3 森井 泰博 藤原 昌宏 ＩＨＩ横浜
13 岡 弘 腰高 豊 青砥ファミリー 4 真鍋 和彦 山本 正 ＹＢＣ
14 長岡 敏文 小川 佳彦 青砥ファミリー 5 秋本 正和 山野 祐治 並木ＢＣ
15 馬場 直樹 倉本 裕義 ガチンコＹＫＣ 1 脇本 浩美 天野 恵理子 ＢＴＫ
1 奈良 浩 佐藤 達雄 ＭＥＸ 2 渡辺 美智子 能重 時子 ひろば
2 本田 明 田中 康昭 ＳＣＩ 3 兼井 啓子 石田 洋子 きらら
3 樋口 雄一郎 中村 賢介 ガチンコＹＫＣ 4 田村 扶美子 鈴木 明美 アップル
4 青木 立 齋藤 浩 ＳＣＩ 5 中辻 瑠美子 宇野 早苗 エース

6 堀次 佳子 佐分 幸美 フライデー
7 森井 寿代 小川 浩子 ＷＩＮＺ－ＢＣ
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