
中日杯    東海               
   前日練習      水   申 込 者                時現在

第     定員   名 第     定員   名 第     定員   名 第     定員  名 
         受付開始予定           受付開始予定           受付開始予定           受付開始予定

                                            

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
      男子氏名 期       女子氏名 期       男子氏名 期       女子氏名 期       男子氏名 期       女子氏名 期       男子氏名 期       女子氏名 期

     宮田 俊輔       大石 奈緒        菊池 正義       大石 奈緒        川浪 隆弘       岸田 有加       斉藤 正典       近藤 文美   

     人見啓二朗                     馬場  一       岸田 有加       斉藤 正典       佐藤          佐藤 秀樹       斉藤 悦子   

     菊池 正義       澤田 春花        平岡 勇人       佐藤         貞松 保行       近藤 文美        井上 純平       加門 満代   

     鈴木 崇徳       大坪菜摘美        本田 博照       吉川 朋絵        今泉 秀規       鈴木 理沙       蒲生  敬       坂本詩緖里   

     正田 晃也       堂元 美佐        水本 有希       大根谷 愛        門川 健一       堂元 美佐        水野 耕佑       鶴岡  子  

     今泉 秀規                      大岩 帝仁     本間由佳梨        佐藤 秀樹       加藤八千代       斉藤 祐哉       大仲 純怜   

     本田 博照       難波理恵子       鷲見 理伯     船山           井上 純平       斉藤 悦子        加藤 祐哉       若田 彩実   

     日置 秀一       吉川 朋絵       荒井 大輝     寺下 智香        川添 奨太       倉田  萌        森本 健太    

                   板倉奈智美        小林 孝至       髙橋 美穂      矢島 純一      稲葉久見子      川口 健太    

                    坂倉          石野  宏        酒井 美佳        三池 丹揮        清水 千恵         斉藤 征哉     

      藤村 隆史        坂倉  凜         角戸 英隆        澤田 玉美        宮内圭次郎        廣澤 一美         斉藤 琢哉     

      水本 有希        本間由佳梨        井口 直之        小泉奈津美         落合 進治        松下 聖子         戸辺  誠     

      渡邊 雄也        河上 未希         河津 亨至        飯田 菜        蒲生  敬        西澤 琴子         西川 弘文     

     大岩 帝仁      船山            山下 昌吾        川﨑 由意         斉藤 祐哉        玉城 妙子         川原 優一     

     鷲見 理伯      寺下 智香         別所  翼        内藤真裕実         谷合 貴志        酒井 美佳         三浦 啓寛     

     荒井 大輝      鈴木 亜季        大塚 誠一      久保田彩花         齋藤 剛一        澤田 玉美        井口 直之     

      山本  勲        村山 文佳         津島 健次        櫻井 麻美        星加  猛        小泉奈津美         山下 昌吾     

     長谷川広和      髙橋 美穂          森田 和紀         土井  貢        舟本  舞         河津 亨至     

     中根 啓貴      酒井 美佳          時本美津子        森本 健太        坂本           吉野 浩章     

     梶浦 雅文      小泉奈津美          本橋 優美         川口 健太        長縄多禧子         伏木 克聡     

     石原 章夫        舟本  舞          平野 志帆        木村 紀夫        秋光  楓         中村 隼也     

      福田 尊仁        飯田 菜          櫻井眞利子        青木 彰彦        星野 恵梨        砂子 明廣     

      小林 孝至        内藤真裕実          鶴井 亜南         大友  仁           曲渕       

      長岡 義一        松岡美穂子          亀井 智美         児玉 侑樹        安藤  瞳       

      角戸 英隆        吉野  操             斉藤 征哉        南条 恵美       

      和田 秀和        松尾 星伽            北岡 義実        谷原 美来   

      山田 成人        安藤  瞳             山本  勲        望月 理江     

      石橋  孝        笹本               斉藤 琢哉        宮城 鈴菜     

      別所  翼        時本美津子            連保 友輔        宇山 侑花     

      佐野 芳宏        白石 順子            保倉 映義        渡辺       

      神谷 昇司        藤田 麻衣            星野 宏幸       桑原 澄江     

     北岡 義実        森                甘糟 翔太        久住 真弓     

     黒川  靖        丹羽由香梨             山中  悟        仲谷 和世     

      大胡 一平        山田  幸            佐 木秀雄        小沼  姫     

     吉田 文啓        谷原 美来           西川 弘文        村田 和子     

      入口 光司        望月 理江            玉井慎一郎        香田 幸子     

     水谷 孝敏        櫻井眞利子             髙田 浩規        森 彩奈江     

      遠藤  誠        渡辺               岡野 秀幸       

      森本 浩史        秋山 希望            河村 幸三       

       小林               川原 優一        大仲 純怜     

       小久保実希             今瀧  賢        小久保実希     

       古田 翔子             助川 利都         遠藤  誠     

             石野  宏         津島 健次     

             児島 都史      氏名不明          受   

              三浦 啓寛     

              山上 英章     

             井口 直之     

              山下 昌吾     

              河津 亨至     

              石橋  孝     

         益田 隆司     

         柴田 英徳     

          別所  翼     

          佐野 芳宏     

          神谷 昇司     

         原田 招雄     

          渡邉 航明     

          鈴木 辰哉     

          山下 陽平     

          湯浅 敬太     

         北野 周一     

          北原 泰輔     

         水谷 孝敏     

        


