
ランク 2017L級 登録番号 所属総局 リーダー氏名 パートナー氏名 ランク 17BR級 登録番号 所属総局 リーダー氏名 パートナー氏名

1 A ＪＣＦ－６３４ 東部 歩浜 敏夫 松浦 のぞみ 1 SA引退 ＪＣＦ－０９５ 東部 庄司 浩太 庄司 名美

2 A ＪＣＦ－５９７ 東部 大坂 宜史 佐々木 由季子 2 A ＪＣＦ－０３４ 東部 三浦 大輔 三浦 美和子

3 A ＪＣＦ－５３０ 東部 中川 真仁 横井 まりね 3 A ＪＣＦ－０６７ 東部 中嶋 秀樹 中嶋 美喜

4 A ＪＣＦ－６０７ 東部 加藤 義人 小林 維斗 4 A ＪＣＦ－３５７ 東部 Shao Shuai 田中 彩恵

5 A ＪＣＦ－３９１ 東部 槇 建大郎 福吉 由利子 5 A ＪＣＦ－３３６ 東部 樋口 暢哉 柴田 早綾香

6 A ＪＣＦ－６１５ 東部 笹生 法章 笹生 晶子 6 A ＪＣＦ－３８９ 東部 水出 光 雨宮 可奈

7 A ＪＣＦ－５２３ 東部 溝上 正幸 杉谷 美樹 7 A ＪＣＦ－００４ 東部 石原 正敏 横山 晴巳

8 B ＪＣＦ－６１４ 東部 田中 航介 成澤 夏帆 8 A ＪＣＦ－４５０ 東部 朝増 拓哉 中川 千秋

9 A ＪＣＦ－３６４ 東部 森 昌太 沖本 梨江 9 A ＪＣＦ－５６３ 東部 三上 和久 川又 千佳

10 A ＪＣＦ－６１２ 東部 白井 鷹征 泉 侑希 10 A（5/28即日A） ＪＣＦ－６４１ 東部 蛭田 康平 山本 菜緒

11 A ＪＣＦ－４９６ 東部 手塚 忍 片山 麗伽 11 A ＪＣＦ－６３７ 東部 池本 規恒 樫本 真実

12 A ＪＣＦ－５３８ 東部 細目 恭弘 武本 理絵 12 A ＪＣＦ－５８５ 東部 木村 勇 伊藤 瑞穂

13 A ＪＣＦ－６２７ 東部 伊藤 英裕 伊藤 美穂 13 A ＪＣＦ－５１４ 東部 小野 大輔 中村 佳菜

14 A ＪＣＦ－５９０ 東部 武内 要 吳 采禛 14 A ＪＣＦ－３２４ 東部 小平 寛 上村 美保

15 A ＪＣＦ－６０５ 東部 鈴木 康友 鈴木 海美 15 A ＪＣＦ－２３７ 東部 藤原 全史 増田 恵実

16 C ＪＣＦ－３３４ 東部 藤井 洋介 宇野 順子 16 A ＪＣＦ－３０５ 東部 櫻井 朝之 木須 サオリ

17 A ＪＣＦ－１６５ 東部 木下 聡明 山内 砂穂 17 A ＪＣＦ－０１０ 東部 石川 浩之 菅野 純代

18 A ＪＣＦ－３９２ 東部 遠藤 健一郎 遠藤 知美 18 A ＪＣＦ－０４７ 東部 西原 光熙 西原 典子

19 C ＪＣＦ－６４４ 東部 加地 卓 町田 恵深 19 A ＪＣＦ－６２５ 東部 新里 真明 新里 久美子

20 A ＪＣＦ－５９５　 東部 瑞慶覧 長明 狩野 明日香 20 A ＪＣＦ－２０５ 東部 正藤 隆史 正藤 智子

21 A ＪＣＦ－００８ 東部 増山 誠記 増山 和代 21 A ＪＣＦ－５２０ 東部 林 俊喬 竹森 舞

22 A ＪＣＦ－４７６ 東部 斎藤 友男 斎藤 千鶴子 22 A ＪＣＦ－３４８ 東部 木村 嘉宏 木村 敦子

23 B ＪＣＦ－３４４ 東部 武田 葵 坪井 実美 23 A ＪＣＦ－６０６ 東部 本多 覚 本多 美季

24 A ＪＣＦ－３６３ 東部 大野 雅俊 神崎 美棹 24 A ＪＣＦ－５８５ 東部 片山 雄暉 片山 法子
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