
2021年度 ミックスダブルス大会 エントリーリスト 2021/9/30

参加種目 MOP合計 MOP 選手名 フリガナ MOP 選手名 フリガナ
合算130歳以上 37.1 18.0 太田春美 オオタハルミ 19.1 太田範夫 オオタノリオ
合算130歳以上 36.7 13.5 赤間希己江 アカマキミエ 23.2 赤間富士夫 アカマフジオ
合算130歳以上 26.8 13.5 曽根陽子 ソネヨウコ 13.3 稲岡教一 イナオカキョウイチ
合算130歳以上 25.0 8.7 井本恵子 イモトケイコ 16.4 井本耕三 イモトコウゾウ
合算130歳以上 19.6 18.4 金子治子 カネコハルコ 1.1 須藤宏 スドウヒロシ
合算130歳以上 18.4 0.0 大島みさえ オオシマミサエ 18.4 石橋健一 イシバシケンイチ
合算130歳以上 16.0 8.0 上床ルリ ウワトコルリ 8.0 成田頼信 ナリタヨリノブ
合算130歳以上 15.0 15.0 宇田川恵子 ウダガワケイコ 0.0 松下光男 マツシタミツオ
合算130歳以上 14.8 12.0 上山みどり ウエヤマミドリ 2.8 角野優史 カクノマサフミ
合算130歳以上 11.1 5.0 改田紀子 カイデンノリコ 6.1 井出政司 イデマサシ
合算130歳以上 11.0 5.6 生島悦子 イクシマエツコ 5.4 澤田政雄 サワダマサオ
合算130歳以上 10.0 5.0 村田裕子 ムラタユウコ 5.0 坂巻健男 サカマキタケオ
合算130歳以上 9.0 3.0 前川富子 マエカワトミコ 6.0 松井陽二 マツイヨウジ
合算130歳以上 8.0 4.0 藤巻ふさ子 フジマキフサコ 4.0 藤巻芳夫 フジマキヨシオ
合算130歳以上 7.6 3.0 大矢昌代 オオヤマサヨ 4.6 渡邉英男 ワタナベヒデオ
合算130歳以上 7.0 4.0 蒲京子 カバキヨウコ 3.0 深野榮一 フカノエイイチ
合算130歳以上 7.0 3.0 田谷総子 タヤフサコ 4.0 大槻恵一 オオツキケイイチ
合算130歳以上 4.0 2.0 石井初江 イシイハツエ 2.0 峰尾鉄男 ミネオテツオ
合算130歳以上 3.9 0.0 笹岡克美 ササオカカツミ 3.9 中澤明雄 ナカザワアキオ
合算130歳以上 0.0 0.0 海蔵秀子 カイゾウヒデコ 0.0 武藤晴亮 ムトウセイスケ
合算130歳以上 0.0 0.0 福内和子 フクウチカズコ 0.0 柳川肇 ヤナガワハジメ
合算120歳以上 50.4 28.0 橋本節子 ハシモトセツコ 22.4 川越正美 カワゴエマサミ
合算120歳以上 46.1 19.0 波木井美智代 ハキイミチヨ 27.1 中村治幸 ナカムラハルユキ
合算120歳以上 37.0 37.0 石川佳代 イシカワカヨ 0.0 芳賀雅丈 ハガマサタケ
合算120歳以上 25.9 6.0 石野裕美 イシノヒロミ 19.9 石野隆司 イシノタカシ
合算120歳以上 22.2 4.0 根津洋子 ネヅヨウコ 18.2 佐々木康光 ササキヤスミツ
合算120歳以上 20.2 10.0 竹内芳子 タケウチヨシコ 10.2 竹内篤 タケウチアツシ
合算120歳以上 14.0 8.0 長岡真由美 ナガオカマユミ 6.0 河津隆昭 カワヅタカアキ
合算120歳以上 12.2 6.0 折野弘子 オリノヒロコ 6.2 西澤秀昭 ニシザワヒデアキ
合算120歳以上 9.8 4.1 日笠美恵子 ヒカサミエコ 5.7 日笠延昭 ヒカサノブアキ
合算120歳以上 6.9 6.9 青山輝子 アオヤマアキコ 0.0 松浦浩一 マツウラコウイチ
合算120歳以上 5.6 4.6 前田裕美子 マエダユミコ 1.0 川合周一 カワイシュウイチ
合算120歳以上 5.0 0.0 笹沼ひろみ ササヌマヒロミ 5.0 三浦春夫 ミウラハルオ
合算120歳以上 4.6 4.6 花岡秀美 ハナオカヒデミ 0.0 花岡靖 ハナオカヤスシ
合算120歳以上 2.0 1.0 武田奈津子 タケダナツコ 1.0 上田光一 ウエダコウイチ
合算120歳以上 1.1 1.1 細川ひとみ ホソカワヒトミ 0.0 中野昇 ナカノノボル
合算110歳以上 116.4 48.0 柴崎優美 シバサキマサミ 68.4 古口伸浩 コグチノブヒロ
合算110歳以上 79.0 33.0 大谷真由美 オオタニマユミ 46.0 鏑木孝士 カブラギタカシ
合算110歳以上 43.2 18.0 谷澤弥生 タニザワヤヨイ 25.2 佐藤豊 サトウユタカ
合算110歳以上 42.4 20.1 坂本真奈美 サカモトマナミ 22.3 石橋克哉 イシバシカツヤ
合算110歳以上 39.0 18.1 竹内美里 タケウチミサト 20.9 竹内智之 タケウチトモユキ
合算110歳以上 38.3 18.6 村上悦子 ムラカミエツコ 19.8 村上正美 ムラカミマサミ
合算110歳以上 29.7 14.0 塩野美紀 シオノミキ 15.7 塩野岳美 シオノタケミ
合算110歳以上 27.4 8.0 野崎幸枝 ノザキサチエ 19.4 野崎忠明 ノザキタダアキ
合算110歳以上 26.2 11.0 山野辺美穂 ヤマノベミホ 15.2 山野辺陽一 ヤマノベヨウイチ
合算110歳以上 22.2 0.0 小沼直子 オヌマナオコ 22.2 大崎真 オオサキマコト
合算110歳以上 21.0 21.0 吉本由祈子 ヨシモトユキコ 0.0 安倍吉生 アベヨシオ
合算110歳以上 20.1 10.0 鈴木智奈美 スズキチナミ 10.1 瀧口昌宏 タキグチマサヒロ
合算110歳以上 14.1 7.1 大沼彩子 オオヌマサイコ 7.0 大沼浩 オオヌマヒロシ
合算110歳以上 14.0 7.0 橋本晴美 ハシモトハルミ 7.0 橋本亮二 ハシモトリョウジ
合算110歳以上 11.7 8.4 神谷江利子 カミヤエリコ 3.2 吉澤洋一 ヨシザワヨウイチ
合算110歳以上 6.0 3.0 前田千夏 マエダチカ 3.0 矢野昌弘 ヤノマサヒロ
合算110歳以上 4.3 2.0 旭真由美 アサヒマユミ 2.3 渡辺茂 ワタナベシゲル
合算110歳以上 3.7 0.0 山本光子 ヤマモトミツコ 3.7 豊島正美 トヨシママサミ
合算110歳以上 2.6 1.1 井川泉 イガワイズミ 1.4 崎田廣造 サキタコウゾウ
合算110歳以上 2.3 0.0 岡本香代 オカモトカヨ 2.3 佐久間正樹 サクママサキ
合算110歳以上 2.1 0.0 小林洋子 コバヤシヨウコ 2.1 菅藤拓 カントウタク
合算110歳以上 0.0 0.0 村田麻里 ムラタマリ 0.0 秋山威雄 アキヤマタケオ
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合算90歳以上 204.9 115.8 天田由紀子 アマダユキコ 89.1 小野塚英一 オノヅカヒデカズ
合算90歳以上 192.0 96.0 田村幸枝 タムラユキエ 96.0 後藤利一 ゴトウトシカズ
合算90歳以上 130.3 80.9 和田明美 ワダアケミ 49.5 三松岳 ミツマツガク
合算90歳以上 97.6 47.0 斉藤千代美 サイトウチヨミ 50.6 斉藤浩二 サイトウコウジ
合算90歳以上 93.0 40.3 吉田雅代 ヨシダマサヨ 52.7 吉田茂 ヨシダシゲル
合算90歳以上 74.3 39.9 市川桂子 イチカワケイコ 34.4 今村幸資 イマムラコウスケ
合算90歳以上 67.2 0.0 菊池ゆみ子 キクチユミコ 67.2 菊池武臣 キクチタケオミ
合算90歳以上 64.0 32.0 佐々木真理 ササキマリ 32.0 深津博樹 フカツヒロキ
合算90歳以上 63.4 63.4 大重佳代子 オオシゲカヨコ 0.0 安藤弘樹 アンドウヒロキ
合算90歳以上 60.5 39.0 堺裕子 サカイユウコ 21.5 近藤茂三郎 コンドウモサブロウ
合算90歳以上 39.7 21.6 水津幸 スイヅユキ 18.1 水津康貴 スイヅコウキ
合算90歳以上 39.3 16.0 新田亜紀子 ニッタアキコ 23.3 新田博文 ニッタヒロフミ
合算90歳以上 39.2 39.2 宇戸谷美貴 ウドヤミキ 0.0 斎藤豊 サイトウユタカ
合算90歳以上 32.5 24.0 笠井美由紀 カサイミユキ 8.5 井本恭太郎 イモトキョウタロウ
合算90歳以上 27.4 17.6 名和幸恵 ナワユキエ 9.9 星野祐司 ホシノユウジ
合算90歳以上 23.8 12.6 小林緑 コバヤシミドリ 11.2 小林英 コバヤシエイ
合算90歳以上 9.2 1.1 武田かおり タケダカオリ 8.1 毛利広成 モウリヒロナリ
合算90歳以上 8.6 2.0 山本志津 ヤマモトシヅ 6.6 山本正浩 ヤマモトマサヒロ
合算90歳以上 2.1 0.0 眞溪明美 マタニアケミ 2.1 菅野健司 スガノケンジ
合算90歳以上 1.0 0.0 明山由紀 アケヤマユキ 1.0 山口嘉裕 ヤマグチヨシヒロ
合算90歳以上 0.0 0.0 佐久間美也子 サクマミヤコ 0.0 佐久間雅弘 サクママサヒロ
合算90歳以上 0.0 0.0 佐藤順子 サトウジュンコ 0.0 下桐順一 シモギリジュンイチ
合算90歳以上 0.0 0.0 佐藤千絵 サトウチエ 0.0 渡部大輔 ワタベダイスケ
合算90歳以上 0.0 0.0 比嘉美弥子 ヒガミヤコ 0.0 神田祐志 カンダユウジ
合算90歳以上 0.0 0.0 松本由利江 マツモトユリエ 0.0 高橋和也 タカハシカズヤ
家族 133.8 77.8 瀧川千尋 タキカワチヒロ 56.0 瀧川英樹 タキカワヒデキ
家族 55.0 27.5 細田佐恵子 ホソダサエコ 27.5 細田英男 ホソダヒデオ
家族 50.0 23.0 山形裕子 ヤマガタユウコ 27.0 山形憲 ヤマガタケン
家族 22.1 11.0 神谷椋子 カミヤリョウコ 11.1 神谷悠太 カミヤユウタ
家族 2.3 1.0 鈴木美奈子 スズキミナコ 1.3 鈴木秀樹 スズキヒデキ
家族 2.0 1.0 鈴木径世 スズキミチヨ 1.0 鈴木良 スズキリョウ
家族 0.0 0.0 古田歩 フルタアユミ 0.0 古田義昭 フルタヨシアキ
家族 0.0 0.0 米林優 ヨネバヤシユウ 0.0 米林秀 ヨネバヤシシュウ
家族 0.0 0.0 渡辺香苗 ワタナベカナエ 0.0 渡辺広昭 ワタナベヒロアキ
一般 401.6 186.5 村上太佳子 ムラカミタカコ 215.1 村上半治郎 ムラカミハンジロウ
一般 371.2 176.0 町山久子 マチヤマヒサコ 195.2 松本英樹 マツモトヒデキ
一般 369.6 171.5 大内まゆみ オオウチマユミ 198.1 芦文基 アシフミキ
一般 276.0 138.0 石井絵比 イシイエナミ 138.0 高野剛実 タカノタケミ
一般 247.0 111.0 上野咲子 ウエノサキコ 136.0 上野啓 ウエノハジメ
一般 130.0 65.0 下原麻理子 シモハラマリコ 65.0 山本俊吾 ヤマモトシュンゴ
一般 112.3 58.0 小林杏香里 コバヤシアカリ 54.3 尾上朝陽 オノウエアサヒ
一般 103.2 103.2 堺菜々美 サカイナナミ 0.0 橋本拓実 ハシモトタクミ
一般 81.2 49.1 内田明美 ウチタアケミ 32.1 鎗田洋平 ヤリタヨウヘイ
一般 74.2 34.0 横井寿子 ヨコイヒサコ 40.2 木村直哉 キムラナオヤ
一般 32.1 0.0 塩村恵子 シオムラケイコ 32.1 笠井一八 カサイカズヤ
一般 23.3 21.3 佐々木さやか ササキサヤカ 2.0 小比賀剛 オビカタケシ
一般 19.2 18.2 近藤美佳 コンドウミカ 1.0 大野純平 オオノジュンペイ
一般 17.0 0.0 桑原弘子 クワバラヒロコ 17.0 神田聡一郎 カンダソウイチロウ
一般 10.2 3.0 栗嶋由美 クリシマユミ 7.2 乾貴雄 イヌイタカオ
一般 6.2 0.0 堺由里菜 サカイユリナ 6.2 岡田光 オカダヒカル
一般 5.7 0.0 菊地美保子 キクチミホコ 5.7 多田健 タダツヨシ
一般 2.2 0.0 五十嵐杏樹 イガラシアンジュ 2.2 竹内智寛 タケウチトモヒロ
一般 0.0 0.0 清水幸代 シミズユキヨ 0.0 倉持雄至 クラモチタケシ
一般 0.0 0.0 竹内愛裕 タケウチアユ 0.0 桐生大義 キリュウヒロヨシ
一般 0.0 0.0 西田圭織 ニシダカオリ 0.0 西野拓磨 ニシノタクマ
一般 0.0 0.0 平野亜紗美 ヒラノアサミ 0.0 土山哲広 ツチヤマテツヒロ
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