
第１1回カーリングバナナ杯あおもりリーグ　第1節スタートポジション
ランク チーム番号 チーム名

1 1 Ｒｅｇｕｌｕｓ青森 渋谷　侑磨 夏井坂　泰基 吉田　崇彦 浅利　康平 大澤　直史

2 2 ＡＲＣＡＤＩＡ 今　千宏 三浦　大延 三浦　泰晟 鹿内　嘉隆

3 3 Ｄｅｌｉｇｈｔ青森 齋藤　菜月 青田　しのぶ 木原　遥 田中　美咲 川村　菜穂子 鈴木　香那子

4 4 青森県庁KIMETE 中村　義人 蒔苗　新一 荒谷　竜也 神　大樹 高畑　健太 水口　裕貴

5 5 くるりん☆くるりん 日下　稔 小倉　清人 菅原　博匡 中村　幸彦 山田　正樹 藤村　正貴

6 6 インスパイア 中村　澪里 元木　未来 高橋　京花 川村　和香羽

7 7 みち銀アイスマン 加藤　守 清藤　尚久 竹浪　正裕 三浦　美奈 高橋　智子 小野　祐子 小倉　裕輔

8 8 グレイトロック 加藤　信行 石田　順一 角田　恵司 白石　一志

9 1 青森県庁HAYATE 齊藤　樹里 高田　睦　 吉田　綾子 鈴木　泉 伊藤　薫

10 2 かわせみ 工藤　昇 石田　完 大澤　　江理子 永谷　悟 横山　俊夫

11 3 Ｊｕｐｉｔｒｉｓ 鈴木　昌憲 原田　正 浅木　尚樹 米谷　淳志 鈴木　大翔 廣瀬　論史

12 4 Ａnthemis 伊藤　彩未 一戸　日和 三浦　遥香 藤原　心捺

13 5 地吹雪 加藤　明 對馬　光雄 相馬　聡 長谷川　紘 佐藤　健一

14 6 チームデフ　 荒谷　淳一 米田　義光 中村　鉄哉 荒谷　飛翔 蒔苗　千章 荒谷　早友梨 松橋　要

15 7 法人会ブルーノア 斉藤　司 鳴海　満 西村　照人 坂本　洋一 木村　祥大 橋元　雅生

16 8 へいじつ８時 木村　圭司郎 相馬　秀詩 神　均 榊　茂信 三上　繁広 戸崎　航

17 1 カモミール 楠美　ゆかり 岩渕　ひろ子 澤田　優嗣子 松岡　郁美 楠美　祥行

18 2 ありえね～ず 船木　志津子 横内　艶子 濱舘　千鶴子 工藤　安祈子

19 3 アップルカーラーズ 藤村　和人 西野　健勝 成田　龍哉 鈴木　陽仁 中川　典久

20 4 V.ＭＯＮＫＥＹＳ 鈴木　将王 佐藤　雄治 山上　誠一 赤平　浩太朗 工藤　和也 久保田　明弘 船木　有沙

21 5 青森チェア 畑山　勇 松橋　春雄 畑山　けい子 福士　茂由 赤坂　晃雪 木村　牧子 竹越　美津代

22 6 Big Bang 鈴木　実倫 川村　空也 中川　裕斗 工藤　竣葵 今井　隆生 斎藤　遥大

23 7 ちゃちゃちゃＢ 堀江　重一 西野　きよ 前田　賢一 中村　聡志 佐々木　和子 對馬　和子

24 8 honey's 山内　ミツ 青山　由夏 鳴海　花菜子 古滝　文乃 鈴木　愛由美 一戸　希

25 1 アザ～ス 船木　一人 千葉　正幸 山下　知恵理 高坂　一德 十川　聡子 鈴木　丈裕

27 2 レジェンドY・M 石村　潤恩 相馬　史弥 貝守　元太 石村　悠温

29 3 シンブソンズ 松原　善幸 南谷　毅 三上　健実 三浦　博史 永倉　信希 玉熊　真子

31 4 アイドルスイーパーズ 坂本　明裕 福士　洋子 三上ゆかり 成田　恵子

33 5 法人会ブルーマリン 小野寺　剛 當麻　雅令 猪股  歳生 平田　公成 渡部　真観

35 6 青森明の星高校B 越野　未妃 今　沙也香 今　千遥 三上　優衣 澤谷　優月

26 1 チャチャチャ A 對馬　忠雄 米田　博昭 川村　英幸 古川　淳一 川嶋　尚考 千葉　治子 田中　尚伸

28 2 ブルーベリー 鶴岡　真理子 葛西　和子 塩原　洋子 船橋　恵子 柳谷　ひろみ

30 3 JNFLオーシャンズ 古川　隆之 伊谷　俊哉 中嶋　正博 秋山　芳宏 伊藤　大輝 齊藤　信悟 三国　大樹

32 4 青森明の星高校A 山田　優里香 内山　南 渡邉　未貴 桑田　結菜 原田　結菜

34 5 ＳＡＫＵＲＡ 今井　萌々花 清藤　乃莉佳 工藤　黎音 川村　実愛
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