
背番号 登録番号 級 選 手 氏 名 パートナー 名 広域連盟 所属 C S R P 合計点総合順位
  60 01002124 A 竹内　大夢 中島　由貴 東　部 ＴＷＤ 第１位 第１位 第２位 第１位 5 1
 104 01001930 A 中島　光一 奥山　智美 東　部 ＭＢＫ 第２位 第２位 第３位 第２位 9 2
  40 01002005 A 須藤　達矢 庄司　まゆ 東　部 ＥｘＤ 第３位 第３位 第１位 第３位 10 3
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背番号 登録番号 級 選 手 氏 名 パートナー 名 広域連盟 所属 C S R P

   1 01002114 B 梅田　健二郎 杉田　理紗 東　部 ＨＳＤ 第２予選 第３予選 第３予選 第３予選

   2 01002205 A 久野　将也 降旗　友希 東　部 ＳＤ 準決勝 準々決勝 準決勝 準決勝

   3 01002282 D 石井　亜加紗 北部　梨奈 東　部 無所属 欠場 欠場 欠場 欠場

   4 01002257 A 日野　雄樹 天野　友莉香 東　部 ＰｈＤ 準々決勝 準決勝 準決勝 準決勝

   5 01001799 B 本多　淳 本多　明子 東　部 ＤＭ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

   6 01002022 C 鬼束　剛 原田　摩須美 東　部 ＧＣ 第１予選 第２予選 第２予選 第１予選

   7 01002220 B 佐藤　和亀 工藤　周子 東　部 ＶＶＤ 第３予選 最終予選 第３予選 最終予選

   8 01002288 A 伊藤　光 中川　サリ 東　部 ＥｘＤ 準決勝 準決勝 準決勝 準決勝

   9 01001645 B 吉川　智 岡本　さと子 東　部 Ｎ・ＤＳ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  10 03000508 A 松村　光 加納　杏那 中　部 中部 第２予選 第２予選 第２予選 第１予選

  11 01002007 B 市川　賢 北岡　真苗 東　部 ＤＪ 最終予選 第３予選 最終予選 第３予選

  12 01001450 A 進藤　博信 櫻田　泉 東　部 ＴＷＤ 最終予選 準々決勝 最終予選 最終予選

  13 01000486 C 鷺巣　徹 浅田　久美子 東　部 ＨＳＤ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  14 01002127 B 夏見　和彦 日髙　麻衣子 東　部 ＰｈＤ 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

  15 01002231 C 田中　直樹 吹野　明日香 東　部 無所属 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  16 01002286 A 玉井　征爾 岩澤　桃子 東　部 ＶＶＤ 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝

  17 01001805 B 吉田　豊和 吉田　栄 東　部 ＧＣ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  18 01002098 C 齊藤　淳 向山　恵生 東　部 ＥｘＤ 最終予選 第３予選 最終予選 第３予選

  19 01002011 B 佐伯　歩人 斉藤　三世 東　部 ＴＷＤ 第２予選 最終予選 第３予選 第３予選

  20 01002243 A 髙野　大樹 加藤　奈々 東　部 Ｎ・ＤＳ 第５位 第５位 第５位 第４位

  21 01002332 B 佐藤　陽大 吉田　稲美 東　部 ＶＶＤ 最終予選 第３予選 第３予選 最終予選

  22 01001365 C 坂本　茂美 坂本　京子 東　部 無所属 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  23 01002071 B 高野　正武 栁澤　陽子 東　部 ＳＤ 第３予選 最終予選 第３予選 第３予選

  24 01002093 A 猿田　雄二 久保田　幸 東　部 ＴＷＤ 最終予選 準々決勝 準決勝 準々決勝

  25 01002244 B 早瀬　仁 笹生　稀子 東　部 ＭＢＫ 第３予選 第２予選 第２予選 第３予選

  26 04000342 A 松田　容典 松田　仁美 西　部 西部 最終予選 最終予選 第３予選 最終予選

  27 01002175 B 橋本　悠 大塚　智子 東　部 ＭＷ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  28 01001726 A 関　琢磨 岩田　明日可 東　部 ＰｈＤ 準々決勝 準決勝 準々決勝 準々決勝

  29 01002174 B 落合　哲朗 魚谷　えりか 東　部 ＥｘＤ 第３予選 第２予選 第２予選 第３予選

  30 01001299 C 仲山　慶司 朽木　珠美 東　部 ＤＳ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  31 01001627 B 小島　弘隆 加治屋　安理 東　部 Ｎ・ＤＳ 最終予選 第３予選 第３予選 第３予選

  32 01001967 A 塩野　龍弥 松野　葵 東　部 ＤＭ 準決勝 準決勝 準々決勝 準々決勝

後楽園ホール

2020/02/09
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  33 01002054 B 林　智也 田中　裕子 東　部 Ｎ・ＤＳ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  34 01001775 C 坂口　豪 山本　紫乃芙 東　部 ＶＶＤ 欠場 欠場 欠場 欠場

  35 01002173 B 久保田　豊 比美野　めいび 東　部 ＴＷＤ 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

  36 01002299 A 岡本　浩輝 石塚　正恵 東　部 ＥｘＤ 準々決勝 最終予選 最終予選 最終予選

  37 01002006 C 今村　太紀 今村　眞起美 東　部 無所属 第２予選 第２予選 第１予選 第１予選

  38 01001946 B 田中　直樹 石川　真理子 東　部 ＰｈＤ 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

  39 01001892 C 川中子　優 川中子　雅世 東　部 無所属 第１予選 第１予選 第２予選 第２予選

  40 01002005 A 須藤　達矢 庄司　まゆ 東　部 ＥｘＤ 第３位 第３位 第１位 第３位

  41 01001895 B 庄子　悟司 伊藤　泰子 東　部 ＤＭ 第３予選 最終予選 第３予選 最終予選

  42 01002186 C 荒木　宏尚 荒木　頼子 東　部 ＥｘＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  43 01001953 B 後藤　洋平 蒲生　智美 東　部 ＶＶＤ 第３予選 最終予選 最終予選 第３予選

  44 01002160 A 有馬　直樹 若林　亜紀 東　部 ＳＤ 準決勝 準決勝 準決勝 準決勝

  45 01002099 B 加藤　裕哉 小川　舞子 東　部 ＨＳＤ 最終予選 第２予選 第３予選 第３予選

  46 01000976 C 長澤　恒人 長澤　環 東　部 ＩＢＤ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  47 01002245 B 三浦　捷人 安樂城　奈智 東　部 ＧＣ 第３予選 第３予選 第３予選 第２予選

  48 01002339 A 関　勇人 長谷川　真希 東　部 Ｎ・ＤＳ 準々決勝 最終予選 最終予選 最終予選

  49 01001968 B 梅田　慎太郎 熊井　郁美 東　部 ＨＳＤ 最終予選 第３予選 第３予選 第３予選

  50 01002362 C 田村　聡行 吉田　夏野 東　部 無所属 第２予選 第２予選 第２予選 第１予選

  51 01002228 B 川原田　亮 杉下　苑未 東　部 ＴＷＤ 第２予選 第３予選 第２予選 最終予選

  52 01002070 A 平川　賢志 吉住　絵梨奈 東　部 ＰｈＤ 準々決勝 準決勝 準決勝 準々決勝

  53 01002329 B 瀧澤　昂志 松田　李佳子 東　部 ＥｘＤ 第３予選 第３予選 第３予選 第２予選

  54 02000207 A 村田　大輔 村田　裕美 北海道 北海道 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  55 01001737 B 佐藤　光彦 久保木　麻衣 東　部 無所属 欠場 欠場 欠場 欠場

  56 01002296 A 山﨑　博道 輿石　美穂 東　部 ＤＭ 準決勝 準決勝 準決勝 準決勝

  57 01001598 B 小俣　宏晃 杉谷　絵美 東　部 Ｎ・ＤＳ 第３予選 最終予選 第３予選 第３予選

  58 01002287 C 渡辺　貴登 渡辺　イコナ 東　部 ＰｈＤ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  59 01001348 B 米内山　幸夫 廣瀬　幸枝 東　部 ＳＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  60 01002124 A 竹内　大夢 中島　由貴 東　部 ＴＷＤ 第１位 第１位 第２位 第１位

  61 01001908 C 西村　大輔 西村　一絵 東　部 ＥｘＤ 第１予選 第２予選 第１予選 第１予選

  62 01002337 C 森　政治 森　美絵 東　部 無所属 第２予選 第１予選 第２予選 第１予選

  63 01002322 B 安田　充希 日髙　空 東　部 ＧＣ 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

  64 01002102 A 高橋　祐貴 的場　永峯 東　部 Ｎ・ＤＳ 準決勝 準決勝 準決勝 最終予選
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  65 01001610 B 寺田　友城 宮脇　理恵 東　部 ＰｈＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  66 01001961 C 山口　功二 藤山　由香利 東　部 ＤＭ 第１予選 第２予選 第１予選 第２予選

  67 01002172 B 若松　祐樹 藤澤　翠美花 東　部 無所属 第３予選 第２予選 第３予選 第３予選

  68 01002236 A 三室　雄司 武藤　慶子 東　部 ＥｘＤ 準々決勝 準々決勝 最終予選 準々決勝

  69 01001696 B 畔上　力 畔上　光 東　部 ＴＷＤ 欠場 欠場 欠場 欠場

  70 01002043 C 市川　槙之輔 正岡　ちさと 東　部 ＧＣ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  71 01002353 B 小林　和久 長谷川　結佳 東　部 無所属 最終予選 第３予選 最終予選 最終予選

  72 03000515 A 田川　貴一 安東　ニシャ 中　部 中部 最終予選 最終予選 最終予選 準々決勝

  73 01001970 B 日暮　健二 久保田　裕美 東　部 Ｎ・ＤＳ 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

  74 01002106 A 相田　和也 川上　舞子 東　部 ＰｈＤ 準決勝 準決勝 準決勝 準決勝

  75 01002002 B 玉村　卓也 玉村　裕子 東　部 ＭＷ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  76 01001575 A 小山　比呂志 榊　美央 東　部 ＳＤ 準決勝 準決勝 準決勝 準決勝

  77 01002199 B 池田　祐史 小林　あゆ里 東　部 ＰｈＤ 第２予選 第２予選 第３予選 最終予選

  78 01001211 C 森口　薫 森口　悦子 東　部 無所属 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  79 01002249 B 大門　希獅 礒道　佑菜 東　部 ＥｘＤ 準決勝 最終予選 最終予選 最終予選

  80 01002295 A 東海林　祐介 立花　悠 東　部 ＤＭ 第６位 第６位 第６位 第６位

  81 01001925 B 保栄茂　勝己 井上　直子 東　部 ＴＷＤ 最終予選 最終予選 最終予選 準々決勝

  82 01002147 C 三信　真樹 佐枝　美歩 東　部 ＤＪ 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  83 01002315 B Alvaro De Bracamonte鶴見　侑里子 東　部 ＮＣＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  84 01002168 A 太田　喜之 宮﨑　茉莉亜 東　部 ＳＤ 準決勝 準決勝 準決勝 準決勝

  85 01002003 B 田中　慎一郎 佐藤　彩 東　部 ＧＣ 最終予選 準々決勝 準々決勝 準々決勝

  86 01002082 C Ｆｌａｖｉｏ　Ｎｕｎｅｓ 安齋　美紀 東　部 ＥｘＤ 欠場 欠場 欠場 欠場

  87 01002058 B 平賀　淳也 平賀　かおり 東　部 ＩＢＤ 第３予選 第２予選 最終予選 第３予選

  88 01002057 A 寺倉　憲 三枝　真由美 東　部 ＰｈＤ 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

  89 01002185 B 佐藤　航 新田　藍 東　部 ＭＷ 最終予選 最終予選 第３予選 第３予選

  90 01002359 C 藤田　洋平 和田　有可 東　部 無所属 準々決勝 準決勝 準々決勝 準々決勝

  91 01002227 B 立石　啓 露口　美咲 東　部 Ｎ・ＤＳ 第２予選 最終予選 第３予選 最終予選

  92 01002021 A 西村　嘉月維 松村　京花 東　部 ＴＷＤ 準々決勝 最終予選 最終予選 準々決勝

  93 01002141 B 中村　明生 佐藤　恵子 東　部 ＥｘＤ 第１予選 第３予選 第３予選 第２予選

  94 01001850 C 和田　慎一 和田　篤子 東　部 無所属 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

  95 01001682 B 伊從　彰造 優子 東　部 ＤＪ 第３予選 第３予選 第２予選 第３予選

  96 01002128 A 香積　佑樹 坂内　咲織 東　部 ＤＭ 準々決勝 準々決勝 最終予選 準々決勝
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  97 01002262 B 香椎　健人 牛澤　友美 東　部 ＥｘＤ 欠場 欠場 欠場 欠場

  98 01002072 C 渡邉　朋典 渡邉　由加里 東　部 ＨＳＤ 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

  99 01001708 B 田熊　健太 石田　聖美 東　部 ＤＭ 第３予選 第３予選 第３予選 第２予選

 100 01002305 A 中村　公紀 大塩　香澄 東　部 Ｎ・ＤＳ 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

 101 01002331 B 藤村　ティモシー　忠新谷　優子 東　部 無所属 第３予選 最終予選 最終予選 最終予選

 102 01002159 C 木本　明憲 染川　莉子 東　部 無所属 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

 103 01001779 B 頼実　健吾 頼実　幸絵 東　部 Ｎ・ＤＳ 第２予選 第２予選 第１予選 第１予選

 104 01001930 A 中島　光一 奥山　智美 東　部 ＭＢＫ 第２位 第２位 第３位 第２位

 105 01002051 B 足立　裕一 櫻井　優子 東　部 ＳＤ 最終予選 第３予選 第３予選 最終予選

 106 03000457 A 八木　裕 深見　ちひろ 中　部 中部 第２予選 第３予選 第２予選 第３予選

 107 01002355 B 松岡　孝宣 櫻田　優実 東　部 ＥｘＤ 第２予選 第３予選 第３予選 第２予選

 108 01001674 A 新井　健伊稚 新井　由紀子 東　部 ＴＷＤ 準々決勝 準々決勝 準々決勝 準々決勝

 109 01002235 B 宮本　敦史 杉本　朋子 東　部 ＰｈＤ 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

 110 02000217 A 小齋　健太 大月　舞華 北海道 北海道 最終予選 最終予選 最終予選 最終予選

 111 01001317 C 朝比奈　竜弘 朝比奈　絵美 東　部 無所属 第１予選 第１予選 第１予選 第１予選

 112 01002192 A 岡本　圭祐 塚越　あみ 東　部 ＥｘＤ 第４位 第４位 第４位 第５位

 113 01002297 B 染谷　修平 江口　藍 東　部 ＧＣ 第３予選 第２予選 第２予選 第２予選

 114 01001891 B 立石　ケント 稲葉　寿里 東　部 ＤＭ 第３予選 第２予選 第２予選 第２予選

 115 01002149 C 齋田　航 髙城　洋美 東　部 無所属 第２予選 第２予選 第２予選 第２予選

 116 01002247 A 宮内　隼輔 尾崎　沙織 東　部 ＳＤ 準決勝 準々決勝 準決勝 準決勝

 117 01001301 B 合馬　靖雄 白石　奈々 東　部 Ｎ・ＤＳ 第２予選 第２予選 第２予選 第１予選

 118 01002132 A 佐倉　奈雄斗 松原　優 東　部 ＮＣＤ 最終予選 準々決勝 準決勝 準決勝
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