
2022年度 ミックスダブルス大会 エントリーリスト 2022/10/1

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90歳以上 160.9 34.4 角田幸子 ツノダユキコ 126.5 藤由亨 フジヨシトオル
合算90歳以上 102.0 51.0 佐々木真理 ササキマリ 51.0 深津博樹 フカツヒロキ
合算90歳以上 102.0 40.4 吉田雅代 ヨシダマサヨ 61.6 吉田茂 ヨシダシゲル
合算90歳以上 98.0 49.0 田村幸枝 タムラユキエ 49.0 後藤利一 ゴトウトシカズ
合算90歳以上 79.7 38.0 斉藤千代美 サイトウチヨミ 41.7 斉藤浩二 サイトウコウジ
合算90歳以上 70.2 50.8 大重佳代子 オオシゲカヨコ 19.4 加藤広泰 カトウヒロヤス
合算90歳以上 62.0 44.4 尾上裕子 オノウエヒロコ 17.6 岩谷大介 イワタニダイスケ
合算90歳以上 53.2 1.0 住田ユカリ スミダユカリ 52.2 菊池武臣 キクチタケオミ
合算90歳以上 48.0 21.0 新田亜紀子 ニッタアキコ 27.0 新田博文 ニッタヒロフミ
合算90歳以上 30.0 25.0 笠井美由紀 カサイミユキ 5.0 安藤弘樹 アンドウヒロキ
合算90歳以上 28.0 8.2 塩村恵子 シオムラケイコ 19.8 笠井一八 カサイカズヤ
合算90歳以上 20.1 0.0 鈴木ゆかり スズキユカリ 20.1 近藤茂三郎 コンドウモサブロウ
合算90歳以上 20.0 10.0 比嘉美弥子 ヒガミヤコ 10.0 神田祐志 カンダユウジ
合算90歳以上 14.1 6.1 武田かおり タケダカオリ 8.0 毛利広成 モウリヒロナリ
合算90歳以上 14.0 14.0 青山輝子 アオヤマアキコ 0.0 高橋昭一 タカハシショウイチ
合算90歳以上 10.8 9.1 酒井千里 サカイチサト 1.7 金道浩一 キンドウコウイチ
合算90歳以上 6.9 0.0 岩見多恵 イワミタエ 6.9 田中忠大 タナカタダヒロ
合算90歳以上 5.3 0.1 木内智美 キウチサトミ 5.2 菅藤拓 カントウタク
合算90歳以上 4.3 2.0 鈴木美奈子 スズキミナコ 2.3 鈴木秀樹 スズキヒデキ
合算90歳以上 3.1 0.0 村上美穂子 ムラカミミホコ 3.1 城坂誠 ジョウサカマコト
合算90歳以上 2.2 0.0 坂口宏美 サカグチヒロミ 2.2 坂口誠 サカグチマコト
合算90歳以上 2.0 0.0 金子恭子 カネコキョウコ 2.0 金子彰宏 カネコアキヒロ
合算90歳以上 0.1 0.0 小山直子 コヤマナオコ 0.1 島田耕介 シマダコウスケ
合算90歳以上 0.1 0.0 南雲雪子 ナグモユキコ 0.1 南雲誠 ナグモマコト
合算90歳以上 0.0 0.0 阿部みゆき アベミユキ 0.0 林健太郎 ハヤシケンタロウ
合算90歳以上 0.0 0.0 石川悦子 イシカワエツコ 0.0 松浦大介 マツウラダイスケ
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140歳以上 48.3 11.0 赤間希己江 アカマキミエ 37.3 赤間富士夫 アカマフジオ
合算140歳以上 36.7 5.0 大嶋みさえ オオシマミサエ 31.7 石橋健一 イシバシケンイチ
合算140歳以上 28.3 15.2 上山みどり ウエヤマミドリ 13.1 角野優史 カクノマサフミ
合算140歳以上 24.0 24.0 中島幸子 ナカジマサチコ 0.0 瀬戸川武嗣 セトガワタケシ
合算140歳以上 22.5 11.7 曽根陽子 ソネヨウコ 10.8 稲岡教一 イナオカキョウイチ
合算140歳以上 17.3 8.5 竹岡益美 タケオカマスミ 8.8 安川潜次 ヤスカワセンジ
合算140歳以上 14.8 6.4 福内和子 フクウチカズコ 8.4 柳川肇 ヤナガワハジメ
合算140歳以上 10.6 4.7 生島悦子 イクシマエツコ 5.9 澤田政雄 サワダマサオ
合算140歳以上 10.0 5.0 藤巻ふさ子 フジマキフサコ 5.0 藤巻芳夫 フシマキヨシオ
合算140歳以上 4.2 4.0 蒲京子 カバキョウコ 0.2 佐藤龍男 サトウタツオ
合算140歳以上 3.2 1.6 海蔵秀子 カイゾウヒデコ 1.6 武藤晴亮 ムトウセイスケ
合算140歳以上 1.3 1.0 塩田ますみ シオタマスミ 0.3 杉田明 スギタアキラ
合算130歳以上 47.0 28.4 橋本節子 ハシモトセツコ 18.6 川越正美 カワゴエマサミ
合算130歳以上 33.2 16.6 村田裕子 ムラタユウコ 16.6 坂巻健男 サカマキタケオ
合算130歳以上 33.1 1.4 渡辺恵子 ワタナベケイコ 31.6 安田幸博 ヤスダユキヒロ
合算130歳以上 32.3 15.6 太田春美 オオタハルミ 16.7 太田範夫 オオタノリオ
合算130歳以上 24.7 6.8 井本恵子 イモトケイコ 17.9 井本耕三 イモトコウゾウ
合算130歳以上 24.0 12.0 足立好恵 アダチヨシエ 12.0 足立正和 アダチマサカズ
合算130歳以上 22.3 8.0 小出郁子 コイデイクコ 14.3 山本豊秀 ヤマモトトヨヒデ
合算130歳以上 12.4 0.0 須合千寿子 スゴウチズコ 12.4 大塚正 オオツカタダシ
合算130歳以上 12.1 6.0 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 9.8 2.4 笹沼ひろみ ササヌマヒロミ 7.4 三浦春夫 ミウラハルオ
合算130歳以上 8.9 3.6 大矢昌代 オオヤマサヨ 5.3 渡邉英男 ワタナベヒデオ
合算130歳以上 8.4 2.0 西内由衣子 ニシウチユイコ 6.4 松井陽二 マツイヨウジ
合算130歳以上 6.0 3.6 細川ひとみ ホソカワヒトミ 2.4 中野昇 ナカノノボル
合算130歳以上 6.0 3.0 石井初江 イシイハツエ 3.0 峰尾鉄男 ミネオテツオ



2022年度 ミックスダブルス大会 エントリーリスト 2022/10/1

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120歳以上 60.3 28.6 波木井美智代 ハキイミチヨ 31.7 中村治幸 ナカムラハルユキ
合算120歳以上 36.0 8.4 石野裕美 イシノヒロミ 27.6 石野隆司 イシノタカシ
合算120歳以上 32.5 9.0 長岡真由美 ナガオカマユミ 23.5 河津隆昭 カワヅタカアキ
合算120歳以上 29.0 22.0 神田憲子 カンダノリコ 7.0 阿部宗弘 アベムネヒロ
合算120歳以上 19.2 8.4 折野弘子 オリノヒロコ 10.8 西澤秀昭 ニシザワヒデアキ
合算120歳以上 18.2 1.0 小沼直子 オヌマナオコ 17.2 大崎真 オオサキマコト
合算120歳以上 14.2 9.4 花岡秀美 ハナオカヒデミ 4.8 花岡靖 ハナオカヤスシ
合算120歳以上 12.8 5.0 竹内芳子 タケウチヨシコ 7.8 竹内篤 タケウチアツシ
合算120歳以上 9.7 4.1 日笠美恵子 ヒカサミエコ 5.6 日笠延昭 ヒカサノブアキ
合算120歳以上 7.4 0.0 伊東光子 イトウミツコ 7.4 余慶徹 ヨケイトオル
合算120歳以上 7.0 6.0 石川佳代 イシカワカヨ 1.0 芳賀雅丈 ハガマサタケ
合算120歳以上 6.8 6.8 井川泉 イガワイズミ 0.0 町田行彦 マチダユキヒコ
合算120歳以上 6.1 0.0 舘野幸子 タテノサチコ 6.1 岩崎中平 イワサキチュウヘイ
合算120歳以上 5.4 0.0 小倉フミエ オグラフミエ 5.4 田中健一 タナカケンイチ
合算120歳以上 5.0 4.0 大沼彩子 オオヌマサイコ 1.0 大沼浩 オオヌマヒロシ
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 0.0 0.0 髙橋智子 タカハシトモコ 0.0 金子昭彦 カネコアキヒコ
合算120歳以上 0.0 0.0 原口裕美子 ハラグチユミコ 0.0 原口芳徳 ハラグチヨシノリ
合算120歳以上 0.0 0.0 間瀬牧子 マセマキコ 0.0 近藤康弘 コンドウヤスヒロ
合算110歳以上 183.6 100.9 和田明美 ワダアケミ 82.7 三松岳 ミツマツガク
合算110歳以上 48.3 23.1 坂本真奈美 サカモトマナミ 25.2 石橋克哉 イシバシカツヤ
合算110歳以上 43.1 22.2 岡本香代 オカモトカヨ 20.9 佐久間正樹 サクママサキ
合算110歳以上 40.8 6.0 山野辺美穂 ヤマノベミホ 34.8 山野辺陽一 ヤマノベヨウイチ
合算110歳以上 40.0 20.0 橋本晴美 ハシモトハルミ 20.0 橋本亮二 ハシモトリョウジ
合算110歳以上 37.7 14.0 谷澤弥生 タニザワヤヨイ 23.7 佐藤豊 サトウユタカ
合算110歳以上 35.8 0.0 内海佳世 ウツミカヨ 35.8 山本知弘 ヤマモトトモヒロ
合算110歳以上 29.6 28.4 内田明美 ウチタアケミ 1.1 鈴木正雄 スズキマサオ
合算110歳以上 29.1 14.1 名和幸恵 ナワユキエ 15.0 星野祐司 ホシノユウジ
合算110歳以上 27.3 26.2 竹内美里 タケウチミサト 1.1 安達靖 アダチヤスシ
合算110歳以上 23.2 20.2 野崎忠明 ノザキタダアキ 3.0 野崎幸枝 ノザキサチエ
合算110歳以上 19.2 6.0 小川久美子 オガワクミコ 13.2 小川英也 オガワヒデヤ
合算110歳以上 19.0 8.0 鈴木智奈美 スズキチナミ 11.0 瀧口昌宏 タキグチマサヒロ
合算110歳以上 15.0 0.0 成田優子 ナリタユウコ 15.0 木川眞 キカワマコト
合算110歳以上 14.8 9.4 神谷江利子 カミヤエリコ 5.3 吉澤洋一 ヨシザワヨウイチ
合算110歳以上 14.4 11.6 山本光子 ヤマモトミツコ 2.9 土屋文孝 ツチヤフミタカ
合算110歳以上 14.2 5.0 塩野美紀 シオノミキ 9.2 塩野岳美 シオノタケミ
合算110歳以上 12.6 3.1 山本志津 ヤマモトシヅ 9.4 山本正浩 ヤマモトマサヒロ
合算110歳以上 7.1 6.9 岸中由里 キシナカユリ 0.2 若木浩行 ワカキヒロユキ
合算110歳以上 6.0 6.0 三品加代子 ミシナカヨコ 0.0 三品彰伸 ミシナアキノブ
合算110歳以上 4.4 0.0 岩崎友紀 イワサキユキ 4.4 中村裕一 ナカムラユウイチ
合算110歳以上 4.0 2.0 原田真由美 ハラダマユミ 2.0 野中信史 ノナカノブチカ
合算110歳以上 3.0 0.0 千原淑恵 チハラヨシエ 3.0 深野榮一 フカノエイイチ
合算110歳以上 0.1 0.0 村田麻里 ムラタマリ 0.1 秋山威雄 アキヤマタケオ
合算110歳以上 0.0 0.0 白井千津子 シライチヅコ 0.0 右田智也 ミギタトシヤ
合算110歳以上 0.0 0.0 西山朋江 ニシヤマトモエ 0.0 西山順一 ニシヤマジュンイチ
合算110歳以上 0.0 0.0 野中美登里 ノナカミドリ 0.0 野中秀行 ノナカヒデユキ
合算110歳以上 0.0 0.0 山城由利子 ヤマシロユリコ 0.0 山城通 ヤマシロトオル



2022年度 ミックスダブルス大会 エントリーリスト 2022/10/1

参加種目 MOP合計 MOP 選手名 フリガナ MOP 選手名 フリガナ
家族 83.7 29.0 堺裕子 サカイユウコ 54.7 堺昭伸 サカイアキノブ
家族 79.8 50.8 瀧川千尋 タキカワチヒロ 29.0 瀧川英樹 タキカワヒデキ
家族 71.0 33.5 山形裕子 ヤマガタユウコ 37.5 山形憲 ヤマガタケン
家族 68.0 34.0 渡辺香苗 ワタナベカナエ 34.0 渡辺広昭 ワタナベヒロアキ
家族 46.9 17.0 佐川奈保子 サガワナホコ 29.9 佐川永遠 サガワトワ
家族 24.1 12.0 神谷椋子 カミヤリョウコ 12.1 神谷悠太 カミヤユウタ
家族 17.7 0.0 川島羽琉 カワシマハル 17.7 川島邦裕 カワシマクニヒロ
家族 15.4 0.0 友近萌奈美 トモチカモナミ 15.4 友近剛史 トモチカタケシ
家族 4.0 2.0 鈴木径世 スズキミチヨ 2.0 鈴木良 スズキリョウ
家族 2.6 0.0 上田めぐみ ウエダメグミ 2.6 上田治生 ウエダハルオ
家族 1.3 1.3 住吉智子 スミヨシトモコ 0.0 住吉雅斗 スミヨシマサト
家族 0.0 0.0 安藤春菜 アンドウハルナ 0.0 安藤圭 アンドウケイ
家族 0.0 0.0 佐藤加津子 サトウカヅコ 0.0 佐藤利治 サトウトシハル
家族 0.0 0.0 佐藤結愛 サトウユマ 0.0 佐藤亮 サトウリョウ
一般 460.1 224.0 町山久子 マチヤマヒサコ 236.1 松本英樹 マツモトヒデキ

一般 325.1 154.5 村上太佳子 ムラカミタカコ 170.6 村上半治郎 ムラカミハンジロウ

一般 153.0 64.0 上野咲子 ウエノサキコ 89.0 上野啓 ウエノハジメ

一般 141.2 78.2 堺菜々美 サカイナナミ 63.0 橋本拓実 ハシモトタクミ

一般 108.8 52.6 横井寿子 ヨコイヒサコ 56.2 木村直哉 キムラナオヤ

一般 84.4 40.0 小澤みどり オザワミドリ 44.4 小澤弘雅 オザワヒロタダ

一般 44.2 22.1 水津幸 スイヅユキ 22.1 水津康貴 スイヅコウキ

一般 42.0 0.0 長谷川碧 ハセガワミドリ 42.0 高橋遼 タカハシリョウ

一般 40.0 24.0 笹川理恵 ササガワリエ 16.0 川内崇浩 カワウチタカヒロ

一般 34.2 18.1 近藤美佳 コンドウミカ 16.1 遠藤孝平 エンドウコウヘイ

一般 31.9 27.5 高安亜菜美 タカヤスアサミ 4.4 鈴木豊 スズキユタカ

一般 21.8 8.1 五十嵐杏樹 イガラシアンジュ 13.7 竹内智寛 タケウチトモヒロ

一般 19.4 0.0 沖井泰葉 オキイヤスハ 19.4 佐藤朋直 サトウトモナオ

一般 7.3 7.3 和田歩美 ワダアユミ 0.0 来住俊平 ライジュウシュンペイ

一般 1.1 1.1 平野亜紗美 ヒラノアサミ 0.0 永野竜児 ナガノリュウジ

一般 1.0 0.0 深見なおみ フカミナオミ 1.0 三輪幸孝 ミワユキタカ

一般 0.0 0.0 遠藤裕香子 エンドウユカコ 0.0 遠藤健 エンドウケン

一般 0.0 0.0 大嶺和美 オオミネカズミ 0.0 小川貴弘 オガワタカヒロ

一般 0.0 0.0 名和沙織 ナワサオリ 0.0 熊谷秀幸 クマガイヒデユキ
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