
佐々木　善則 小林　駿 浅沼　一貴 大胡田　拓也

青森 齋藤　菜月 木原　遥 日下　稔 小倉　清人 菅原　博匡
大会担当

今井　卓 小林　大介 酒井　拓真 中野　正志

佐藤　誠 柴田　理 小野寺　淑恵 藤平　麻美

鈴木　克子 太田　美咲 池田　昴亮 深津　裕貴

筧　とも 本多　貴 祐川　正則 中村　澪里

荻原　詠理 荻原　彩矢 谷本　文子 葛西　仁  ease

池端　束記 鎌田　凌 古谷　優 宮本　明日香

川崎　未央子 澤田　由季子 山下　智恵理 村上　夕輝 中村　博

川久保　玲佳 浅利　康平 山口　鉄生 吉田　嵩彦 夏井坂　泰基

佐々木　亜友莉 佐々木　似千花 加藤　理絵 足立　麻季

広島 中込　理絵 横山　翔一 岡本　光明 竹越　美津代
神奈川

阿部　徳昭 成田　恵里子 米澤　百合乃 佐藤　知美

鈴木　昌憲 鈴木　愛由美 鈴木　実倫 鈴木　陽仁 鈴木　凛

高橋　幸恵 伊藤　文彰 角　洋子 石栗　航太郎

塚本　誠一 金　直樹 小島　文秋 和泉　俊宏

田村　暁智 戸根　貴之 高倉　克実 高橋　強 伊藤　薫

佐々木　樹 工藤　楓 古川　珠妃 菅原　舞雪 荻原　諒 あいあい

しばらくカーリングから離れていたメンバーが、復帰するならお花見大会だ！ということで参加します

17

AKH148

AKHは青森・神奈川・広島。148はメンバーの合計年齢です？　優勝目指します

ほんとの家族での出場です。カーリングで『家族愛』！？

札幌

青森

18 たっきーオンステージ

樹さま（たっきーサマー）コンサート　～Youもお花見来ちゃいなよ～　　開・宴！

16

13 カー娘宮城＋X

女子力高いメンバーで構成されたチームで！！阿部さんは試合やりきります！！

12

宮城

15 北の国から～来たぞ！新幹線～

北の国から来た控えめでおとなしい４人ですがカーリング愛は人一倍。新幹線で来たのは１人だけ

14 鈴木家御一行様

11 チーム秋田 Girls 秋田

女子４人チームです。仲良く頑張ります

10 GLORIA 青森

新生GLORIAです。メンバーの入れ替えもありますが。頑張ります！！

青森

9

WhiteSpring

コスプレに乞うご期待

8 BLUE STAR 秋田

社会人から大学一年生までの幅広いチームです。よろしくお願いします

秋田

フルハウス

SIX YEARS

5

4 毘沙門 盛岡

歯科医師と歯科衛生士の仲の良いチームです。よろしくお願いします。

7 餃子星人ジュニア

餃子星人　若返って復活です☆　米もよく食べます。

6 札幌

第９回　春のお花見カーリング大会　選手名簿

予選番号 チーム名 所属
選　手　名

3 Meli-meloⅣ with 桜前線

新潟・長野の有志チーム。普段は異なるチームメンバーがどんな（珍）プレーを見せるか？乞うご期待

2 美女の宅急便

チーム紹介

社会人と著しく成長しかけている大学生３人のチームです。よろしくお願いします

大会担当チームとして皆様を接待させていただきます。優勝もいただきます。

1 ブラックストロベリー 秋田

新潟

東京

盛岡

肉食系アマゾネス３人と草食系男子２人の和気藹々チームです！

長野

Avantegarde 宮城

夜の宴会頑張ります！！

よろずや 盛岡

チーム紹介卒業生を加え、久しぶりにこのチームで参加！まんずケガしねぇように飲みますw



岩手 苫米地　賢司 佐藤　匡 菊池　充 松澤　知憲
札幌

札幌 高松　賢司 有馬　俊和 平川　濟 千葉　一傑 高松　春至
福岡

新井　朋二 出川　哲也 鈴木　健治 千田　浩史 中村　義人

田村　星名 大下　透湖 高橋　理子 高橋　真子 田村　綾萌

末廣　賢 田中　駿 小野寺　浩太 戸沼　浩規 藤本　悠太

田中　美咲 田中　優惟 鈴木　彩希子 川村　菜穂子 戸沼　美樹

高松　瑞紀 高松　映子 原田　由美

藤村　正貴 小野寺　陸 伊藤　彩未 小比類巻　廉荻原　功暉

北田　一浩 土屋　長雄 北田　基子 ナタン・ブリトン

山下　将司 青木　一恭 滝口　貴子 原　隆道 落野　夢佳 牧野　智慧

中村　幸彦 斎藤　圭一 鳴海　満 浅木　尚樹 米谷　智憲 細川　真利

小川　聡子 佐々木　真哉 岡　裕樹 松之内　達弘 佐々木加奈美

緑川　遥介 舘野　桃佳 齋藤　和輝 吉田　昇修

岩崎　賢二 神林　択也 藤上　忍 徳山　真一

北見 仁木　まどか 横田　達也 安田　純輔 丸井　隆行 内田　久義
札幌

中田　勇司 生内　雄二 山口　学 古舘　聖人

青森 船木　一人 蒔苗　新一 中村　義人 千葉　正幸 田中　尚伸
大会担当

東京 飯野　明子 小川　亜希 中島　洋治 大沢　江里子
チェア

36 餃子星人プチ

車椅子カーラーとの混合チームです。念願のお花見大会に初参加、とても嬉しいです。

34

35

33 桜前線にのって

２つの協会４つの地域からの連合チーム。ふっつけ本番で頑張ります

32

法人会ブルーフォレスト 青森

31

Bacchus 東京

チーム名は、お酒の神様！お花見もカーリングも頑張ります♪

30 DKC 東京

青森が好きで集まるチームです。美味しいお酒と桜を楽しみに、カーリングはぼちぼちです。

ドロー丸 秋田

29

28

Smileys 盛岡

盛岡の中高生チームです。久しぶりの参加とても楽しみです！お花見大会からめざせオリンピック！！

デニス　ペトロパブロフスキー

札幌在住の日本人３人とロシア人１人のチームです

ブリトンが宮城を離れることになり、ブリトンの為の、ブリトンによる、ブリトンチームです！！

24

デニスと雪の女王 札幌

27

26 R2AM 青森

メンバーの頭文字がチーム名。リーダー（小比類巻）の足を引っ張らないように頑張ります

22

九戸政実 岩手

「天を衝く」天下人秀吉に刃向かった南部の武将政実が、まずは皆の衆と花見で一献！イザ！

青森

東京

青森の皆さん安心してください、藤本は東京で元気にやっていますよ

25

オールスキップス 宮城

21

青森県庁CC

今年もカーリングとコスプレのダブル優勝を狙います！

FCはろはろ 東京

「はろはろ」とはごちゃまぜの意味。今大会用のごちゃまぜチームです。

４K＠丸目インプ23

あおもりユース

第９回　春のお花見カーリング大会　選手名簿

予選番号 チーム名 所属
選　手　名

チーム紹介

青春真っ盛りの大学生チームです。頑張ります

川浜高校カーリング部 長野

中華屋の大将、ロボット、映画泥棒、今年は何をしようかな？

19 Le Mabechi

岩手の「まべちがわ」と、札幌の「札幌LeLeLe」の連合チーム。松澤が岩手出身のため実現しました

20 有馬記念

札幌協会３人と福岡協会１人（有馬さん）のチームです
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