
●一般の部　　Ａクラス
チームNo チーム名

1 TIF 梅崎 弘樹 長沼 伸明 尾上友里也 大坪 慧美 安田 幸穂 徳永 映理

2 上のトラベル 上野 智博 石浦 純一 村上 彰啓 竹野 由紀子 橋川 紗也子 定兼 由佳

3 ニコニコクラブ 三宅 秀信 鈴木 清 松本 淳平 有本洋子 諌山 佳恵 松本 真奈美

●一般の部　　Ｂクラス
チームNo チーム名

4 エスタ 城川 聡 小出 高士 宮下 恒光 内田 さおり 水田 美和子 藤本 恵子

5 の〜りあくしょん 菅 弘樹 白石 昭寿 小林 怜生 坂村 綾奈 東田 茉美 須田 千尋

6 BSTC Mixe 高田 英尚 巻島 正利 横山 弘二 仲間さゆり 田中 京子 長野 麻美

7 Y T倶楽部 C 郡山 修一 井手口亮太 出口　幸弘 牧山 正子 古賀 優子 山本いくみ

8 ハイボール 井上 誠 藤川 太一 伊村 貴弘 山脇 美央子 谷邨 和子 高崎 映美

9 零(ゼロ) 高山 豊 池田 康至 大庭 由崇 安藤 里奈 松本 京子 有馬 真理

10 かもめ 山本 健介 樋渡 健輔 安永宗一郎  山本 絹子 宮崎 聖菜 安永 恵美

11 DTCエキストラ 作間 正和 荒木 慎一 秋山　享之 山本 秀美 吉永 仁美 的場 珠江

12 チームMIYAれん 橋野 純 長谷川 寛人 日暮 洋平 山下 翔子 宮川 裕子 川東 美恵

13 チームN 折戸 亮輔 河野 洋平 黒田 真博 永田 かおり 伊藤 知子 浜辺 涼子

14 TMC 平川 知輝 北原 裕介 小川 誠 齋藤 悦子 案浦 薫 井上 典子

15 チームサジ 廣田 敏郎 斎藤 慎吾 冨田 浩二 宮原 佳珠子 豊福 由美子 牟田 洋美

16  YT倶楽部 A 河村 芳行 永峰 博樹 中島 洋平 手柴 隆子 永峰 典子  山本 みちる

17 レッツフレンズ 齋藤 誠 末永 和寛 森 泰寛 三角 可恵 倉武 美織 松永 枝里

18 ブラックメンバーズ 三浦 亮 山本 雄太 深尾 海太 真子 泉 上原 舞佳 多田 百花

19 V６ 宮崎 一尚 森崎 良 福田 光俊 白土 裕美 森崎 歩 池田 綾

20 サジクラブ 松尾 幸司 田中 義秋 中村 信介 柴田 恭代 鳥巣 由美子 毛利 幸子

21 筑紫野LTC 谷口 善紀 尼崎 真孝 阿部 寿宏 高田 衣子 齋藤 魅園 永江 洋子

22 BSTC赤鬼 北本 浩一 澤田 康雄 鬼丸 恵介 内田 優子 田畑亜紀子 永留恵里奈

23  Y T倶楽部 B 大野 弘 原口英治 寺才元宏一 梅村 良恵  有方 明子 山岡 彩

24 team レッツ 高瀬 駿 奥 哲也 大鶴 翔司 杉本 映子 舩村 久美 臼間 沙織

25 ベストスマイル 池部 晋 江刺 英二 小山 義貴 池部 喜代子 松村 明美 金井 恵子

26 BSTC RYO頼み 村田一徳 大串友信 江口遼 石田 みゆき 太田 香穂里 諸熊 久美子

27 スカーレット 内田 尚宏 細川 浩司 平田 安洋  財津 万里子 田中 典子 平田 尚美

28 打ち上げは5時半 原 敬一 古賀 康浩 桝口 喬平 原 恵子 原 千津子 甲 裕子

29 No Saturdays 西岡 和彦 本田智大 鳥井佑介 宮本聖子 濱田里恵 高居紗希

30 DTC-bee 川浪 博之 轟 渡 石橋 諭 立石 陽子 園田 瑞穂 河野　裕子

31 ヨッシージャパン 佐藤 知章 王 之櫻 斉藤 一歩 吉田 美絵 岡本 志保 渕上 照子

●ベテランの部 50才以上
チームNo チーム名

32 おじゃましま～す赤組 吉村　嘉彦 江口　裕 片山　裕介 井上　直美 細田　由美 成尾　清美

33 プライムカフェ 入江 一郎 佐田 勉 田浦 孝章 御手洗 明子 桑原 由美子 田浦 典子

34 ロイヤル２ 木道 幸雄 中園 武彦 志賀 栄司 一ノ瀬 和美 三坂 冨士子 石井 美奈

35 第８ゆうゆう会－紅組 横山 晃 竹下 浩二 影山 直洋 加藤 美穂 甲斐 浩子 原 千津子

36 BSTC 青 江口 寛一 横山 隆 大下 雅弘  弧田 久美 井上 貴子 倉富 加代

37 エスタ香椎 谷 雅明 細川 浩司 廣瀬 竜夫 岩本 由美子 二宮 映子 安部 智美

38 第８ゆうゆう会－白組 八島 登喜男 足立 敬道 山本 健介 上杉　千波 吉武　雅子 山本　絹子

39 ガッツUMI 内山 昭 佐藤 公洋 眞崎 茂樹 宗雲 晶子 嶋田 喜美子 五反田 晶子

40 おじゃましま～す白組 田齊 和市 平川 真一 石田 勝信 吉村 由紀子 宮里 千恵 田齊 美紀

41 エスタ50 城川 聡 小出 高士 川口 康仁 井口 三和 小出 綾子 村上 久美子

42 リフレッシュ パプリカ 肥後 龍児 小麦 陽二 堀池 誠 服部 佳世子 小川さゆり 肥後 佳子 

43 BSTC 樽見 秀雄 島林 信広 吉冨 久家 宮原 佳珠子 山内 里絵 白鳥陽子

44 チャレンジ８ 北村 一生 小林 正三 小西 康利 的野 まゆみ 吉永 仁美 斎藤 千春

●ベテランの部 65才以上
チームNo チーム名

45 迷球会　１ 竹川　健三 大勝　省三 吉岡　隆司 村上　廣子 堤　律子 松田　愛子

46 油山ブレーブス 玉利 幸徳 池田 陽一郎 浦上　昭 島田 恵美子 美濃部多美子 松田 三和子

47 ２９年会プラスワン 神山 幸夫 福丸 久哉 平田 博之 松永 千恵美 中村 國子 山下 京子

48 あったかいんだから 藤井 新一 井上 保雄 入木田 忍 中村 福代 藤井 美千代 村上 美智子

49 迷球会　２ 長嶺 至 梶原 敏行 加藤 淳 津城 アイ子 松本 克子 牧野 直美

50 お気楽志免隊 久木田 国広 古川 順次 緒方 義文 緒方 紀子 山下 和子 松本 千恵子

51 チームなんちゃって 久保山 雅生 千田 功 園田 守 有木 三江子 松崎 清美 春藤 恵子

52 フォーエバー 永田 章雄 米森 太郎 江上 良三 木下 尚子 深川 英子 藤岡 康子

53 おじゃましま～す 鈴木 文男 岩下 義文 山下 豊年 今堀 早苗 古田 加代 吉川 真由美

54 迷球会　３ 蔵 源一郎 西 和博 中野 隆正 丸山 津紀子 犬丸 静子 亀井 チセ
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