
現在
会員番号(1) 氏名(1) 会員番号(2) 氏名(2) 会員番号(3) 氏名(3) 会員番号(4) 氏名(4) 希望 SP合計

1 45788 大橋 正幸 127529 外海 恵美子 83113 近藤 哲也 238001 近藤 恵美

2 50678 中山 浩次 228499 廣川 守 6084 高津 健一 30379 三宅 正人

3 78162 花山 武志 218740 長尾 美穂 75545 上田 哲也 92913 上田 真理子

4 78254 平田 隆彦 192378 田中 治輝 79196 中尾 共栄 68079 田中 純子

5 95677 中島 美恵子 106944 松木 恵美子 96878 上田 房子 75200 宮崎 紀美子

6 99518 佐々部 君敏 76906 鈴木 須美子 88460 阿部 光子 133306 柴田 登美子 A

7 107336 有村 明子 76968 倉谷 多得子 144003 西村 珠美子 200264 吉野 直子

8 136121 南藤 典代 127475 佐塚 凉子 135050 崎山 康子 184991 安岡 征子

9 137667 長浜 武彦 131676 菅野 利子 92265 野田 景子 126595 石田 志津子

10 142823 角野 恭子 225032 長井 曜子 214632 岸 勇佑 63401 原 照佳

11 162412 岡田 順子 178732 西川 萬里子 193111 竹下 則子 214397 大丸 征子

12 170813 麻生 美佐子 202376 山岡 朱美 225582 畑仲 久子 210517 南 由利子

13 170882 松尾 博美 179452 田中 知子 135791 末次 悦子 147057 樋崎 順子

14 174853 磯井 功 56188 飯田 洋一 182483 北岡 昇子 132617 南野 陽子

15 184328 藤本 晃子 180104 石田 久美子 212100 木下 理子 211565 今井 昌子

16 186843 松岡 節子 191696 浜本 由紀子 170615 川端 紀子 184311 越中 佳永

17 191924 柴田 由美子 184106 土居 依子 173089 山田 育子 187242 川村 敬子

18 202642 横山 千寿子 136770 伊藤 紀美子 114055 大下 悦子 158273 畑 智子

19 218818 山下 共子 203720 豊田 明子 182360 野村 美恵子 119951 松井 美奈子

20 226219 丸山 倫子 63715 吉岡 淑子 182049 長谷川 博恒 232744 立松 宏一

W1 83045 広田 美智子 144041 加藤 俊子 211152 山内 和子 191917 苅田 美佐子

W2 133986 畑中 和子 120993 深澤 光佐子 81209 山田 靖子 83052 伏岡 浩子

W3

W4
☆素敵な賞品多数☆ ２０チーム：６Ｔ＋７Ｔ＋７Ｔの３フライトで開催します。

2023年6月3日(土) 関西学生ＳＲＲ＆ペア 締切：先着20チーム 2023/5/19


