
第12回んだっちチーム対抗　エントリーリスト 7月25日

MGAM

堀井　なつみ ＡＡＣ

堀井　ともみ ＡＡＣ

佐藤　衣桜奈 フリー

堀井　渉 ＡＡＣ

柳舘　侑 秋田市役所

鈴木　翼 サンライズTC

＊1部１チームでしたので、2部に入れさせていただきます。

HARE Keep your heart burning NDASU

土田　淳子 TEAM C 村山　花奈 雄和TC 伊東　和幸 サンライズTC

水澤　綾香 TEAM C 三浦　里奈 雄和TC 佐々木　政一郎 サンライズTC

工藤　彩佳 フリー 高橋　佑奈 ATA 金　涼太 サンライズTC

川村　高広 TEAM C 村山　智之 雄和TC 田中　花枝 サンライズTC

伊藤　絋成 フリー 小場　和之 県大倶楽部 中川　心 サンライズTC

青塚　豊 TEAM C 酒井　達也 雄和TC 藤原　久美子 サンライズTC

串揚げ 西目TC うめちゃんず５

渡邊　綱平 フリー 佐藤　良矩 西目TC 久米　巳弥子 ルネッサンスTC

金　宏 フリー 齋藤　一大 西目TC 今野　純子 ルネッサンスTC

浅場　敦 ユートピアTA 岡野　卓 西目TC 榊田　真理子 ルネッサンスTC

金　理奈 中通総合病院TC 広田　祥貴 西目TC 長井　健 ルネッサンスTC

那波　美穂子 中通総合病院TC 三船　恵美子 西目TC 榊田　隆文 ルネッサンスTC

船木　歌織 ルネッサンスTC 若松　真以 西目TC 佐藤　大樹 ルネッサンスTC

那波　碧彩 ファンキーTA 河端　美玖 西目TC 高山　裕矢 ルネッサンスTC

忍と愉快な仲間たち 日本海 チョッパーズ キープスロープ

鈴木　忍 ＡＡＣ 今野　明美 ユートピアTA 保坂　智志 チョッパーズ

菅原　陵 ユートピアTA 赤川　香奈子 ＡＡＣ 高橋　卓士 チョッパーズ

佐藤　光子 男鹿シーサイドTC 藤井　香理奈 大曲ラブオールTC 田口　光次 チョッパーズ

西川　裕之 サンライズTC 本間　正人 ユートピアTA 堀野　雅幸 チョッパーズ

貝沼　雄亮 秋田市役所 佐藤　憲人 ユートピアTA 佐々木　紗恵子 チョッパーズ

冨永　啓太 ＡＡＣ 伊藤　健二郎 泉TC 佐藤　優子 チョッパーズ

小田桐　博美 ルネッサンスTC

チョッパーズ  グランパ SKT7 梅組 ＴＨＴＣ　MIKED

工藤　重己 チョッパーズ 辰　徳子 フリー 小松　芳英

安倍　明義 チョッパーズ 田中　華子 SKT7 岡島　一真

嶌　悟 チョッパーズ 田郷岡 美由紀 SKT7 加藤　徹

長谷部　明広 チョッパーズ 小玉　恵子 SKT7 古賀　孝

鳥井　保 チョッパーズ 田中　公一 SKT7 羽渕　由紀子

永澤　由美子 チョッパーズ 佐野　政二 SKT7 能登　千春

戸田　順子 その他 佐野　元太 SKT7 鈴木　希望

畑沢　友子 その他 丸山　公啓 SKT7 三浦　由美子

熊谷　清美 その他

1部

二部



ひよこ組 ファヴォーレ チームSS

金田　博子 ALTF 橋本　富貴子 フリー 田中　春太

近藤　由美子 ALTF 三澤　真由美 ホワイト 佐々木　弘一

佐藤　順子 ALTF 鎌田　恵 フリー 神谷　博之

工藤　孝幸 フリー 金　勲 フリー 佐藤　郁子

奥山　拓也 フリー 露崎　浩 フリー 佐々木　恵里子

佐藤　成仁 フリー 高橋　誠記 フリー 神谷　真粧美

北都BKTC 月夜＋ ナナ レンジャー

手嶋　進 北都銀行 伊藤　寿子 フリー 小松田　剛史 横手ローンTC

虻川　義孝 北都銀行 柳谷　優子 フリー 佐藤　義俊 横手ローンTC

続橋　浩司 北都銀行 沢井　悦子 フリー 高橋　光紀 横手ローンTC

吉田　真澄 北都銀行 須合　元 フリー 川崎　和加子 横手ローンTC

伊藤　綾子 北都銀行 鎌田　潔 フリー 伊藤　智子 横手ローンTC

倉田　友美 北都銀行 山崎　章 その他 山品　恵里子 横手ローンTC

佐藤　元気 北都銀行 大坂　悟 その他 高橋　和子 横手ローンTC

WILLS Founders　of　ＴＨＴＣ

山口　佐知子 WILLS 安藤　欣也

宇佐美　牧子 WILLS 鎌田　真一

佐藤　啓子 三種町テニス 山崎　定治

山内　 朋宏 WILLS 倉田　貞夫

古谷　誠 WILLS 鎌田　道子

藤木　久司 WILLS 白瀬　順子

斉藤　司 WILLS 山崎　明子

熊谷　尋子

三部


