
　　公認審判員有効期限が来年度末の会員一覧

　・審判員有効期限が来年度末（2020年3月31日）の会員の一覧を掲載します。

　・千葉県内の団体において、過去に日連会員登録がなされた会員を掲載対象としています（2018年6月時点）。

　・団体名は、その会員が現在登録しているかまたは最後に登録された団体です。

　・審判員資格の有効期間内に一度以上、審判講習会を受講した方（講習会受講日の欄に日付がある方）は、

　　来年度に入ってすぐに（2019年4月1日以降）更新の申請をおこなうことができます。

　・審判員資格の有効期間内に一度も審判講習会を受講していない方は、今年度中に開催される審判講習会

　　を受講することで、来年度に入ってすぐに（2019年4月1日以降）更新の申請をおこなうことができます。
　
　・ご不明な点は、下記いずれかまでお問い合わせください。

千葉県ソフトテニス連盟　審判委員会

　　審判委員長　　　 秦野　伸一 携帯：080-3427-3069

E-mail：hatano@bridge.ocn.ne.jp

　　審判副委員長　　岡野　清 携帯：090-6111-7639

会員番号 姓 名 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 名ﾌﾘｶﾞﾅ 団体名 講習会受講日
27382110 勝田 伸生 カツタ ノブオ ＪＦＥ東日本
19440163 清水 健人 シミズ ケント PG
11507543 小高 豊 オダカ ユタカ ＳＴＯＣ
19185798 金澤 孝昭 カナザワ タカアキ ＳＴＯＣ
11485391 上野 新市 ウエノ シンイチ おはようテニスクラブ
12795566 石塚 昭彦 イシヅカ アキヒコ オミーズ
12795565 小野 真輝 オノ マサキ オミーズ
28638384 多田 伊 タダ オサム かずさスマイリーズ
23955813 木戸 隆太 キド リュウタ こてはし台クラブ
11484929 羽根井 貞子 ハネイ サダコ こてはし台クラブ
32172096 松戸 有太郎 マツド ユウタロウ こてはし台クラブ
12683766 黒相 憲一 クロソウ ケンイチ さんぶソフトテニスクラブ
11501589 塩島 隆久 シオジマ タカヒサ さんぶソフトテニスクラブ
20878160 平山 貴尋 ヒラヤマ タカヒロ さんぶソフトテニスクラブ
20718121 宮本 弦汰 ミヤモト ゲンタ さんぶソフトテニスクラブ
12681564 小野 健太郎 オノ ケンタロウ ソフトテニス千葉クラブ
11094586 小野寺 ゆりか オノデラ ユリカ ソフトテニス千葉クラブ
18983821 北奥 奈緒美 キタオク ナオミ ソフトテニス千葉クラブ
16276277 間宮 芳治 マミヤ ヨシハル ソフトテニス千葉クラブ
11487555 愛原 美和子 アイハラ ミワコ ときわ平ソフトテニスクラブ
11528975 石井 敏子 イシイ トシコ ときわ平ソフトテニスクラブ
16501249 石田 義人 イシダ ヨシヒト ときわ平ソフトテニスクラブ
27976715 上田 亜弥 ウエダ アヤ ときわ平ソフトテニスクラブ
11532449 上野 洋子 ウエノ ヨウコ ときわ平ソフトテニスクラブ
11504009 太田 亨子 オオタ リヨウコ ときわ平ソフトテニスクラブ
27976746 蔭山 智恵子 カゲヤマ チエコ ときわ平ソフトテニスクラブ
13480851 小林 隼也 コバヤシ ジュンヤ ときわ平ソフトテニスクラブ
11532401 佐々木 時子 ササキ トキコ ときわ平ソフトテニスクラブ
11519812 新海 幸子 シンカイ サチコ ときわ平ソフトテニスクラブ
27872055 鈴木 良平 スズキ リョウヘイ ときわ平ソフトテニスクラブ
11522461 武村 和子 タケムラ カズコ ときわ平ソフトテニスクラブ
27976784 栂野 亜希子 トガノ アキコ ときわ平ソフトテニスクラブ
27942109 内藤 陽 ナイトウ アキラ ときわ平ソフトテニスクラブ
27976920 内藤 佳央里 ナイトウ カオリ ときわ平ソフトテニスクラブ
18153545 中橋 知子 ナカハシ トモコ ときわ平ソフトテニスクラブ
11527121 丸谷 陽子 マルタニ ヨウコ ときわ平ソフトテニスクラブ



11516217 立田 弘子 タツタ ヒロコ ふたばクラブ
24221429 伊藤 清貴 イトウ キヨタカ ふれあいクラブ
13476380 大川戸 岳 オオカワド ガク ふれあいクラブ
11501626 菅谷 祐子 スガヤ ユウコ ふれあいクラブ
13290306 鈴木 敏行 スズキ トシユキ ふれあいクラブ
11746003 本間 幸春 ホンマ ユキハル ふれあいクラブ
12820850 奥住 浩基 オクズミ ヒロキ 旭クラブ
12728253 志澤 哲宏 シサ゛ワ テツヒロ 印西ソフトテニスクラブ
12783320 板垣 咲良 イタガキ サクラ 浦安会
19741062 大石 真平 オオイシ シンペイ 浦安会
27321355 落合 麻衣子 オチアイ マイコ 浦安会
11515470 加地 賢太郎 カジ ケンタロウ 浦安会
25456165 篠田 昇 シノダ ノボル 浦安会
18004731 角南 直幸 スナミ ナオユキ 浦安会
17947367 高桑 真砂子 タカクワ マサコ 浦安会 2016/11/13
18682274 高屋 千枝 タカヤ チエ 浦安会
18682298 中本 富美子 ナカモト フミコ 浦安会
11512684 野村 順子 ノムラ ジユンコ 浦安会
19559216 林田 美幸 ハヤシダ ミユキ 浦安会
12668055 深井 知夏 フカイ チナツ 浦安会
12668078 間宮 裕太 マミヤ ユウタ 浦安会
18682373 森本 藤枝 モリモト フジエ 浦安会
11485049 青木 昌彦 アオキ マサヒコ 栄クラブ
16253537 佐藤 幸子 サトウ サチコ 花見川ソフトテニスクラブ
18423235 杉森 眞二 スギモリ シンジ 花見川ソフトテニスクラブ
27863817 星野 成樹 ホシノ ナルキ 花見川ソフトテニスクラブ
18062069 山口 大介 ヤマグチ ダイスケ 花見川ソフトテニスクラブ
27863947 脇坂 圭一 ワキサカ ケイイチ 花見川ソフトテニスクラブ
11495772 梅田 富佐子 ウメダ フサコ 我孫子ママさんクラブ 2016/11/26
11508250 栗田 静子 クリタ シズコ 我孫子ママさんクラブ
19603049 藤﨑 里枝子 フジサキ リエコ 我孫子ママさんクラブ
11486640 宇佐美 潤 ウサミ ジユン 海ほたる
11510581 高橋 孝子 タカハシ タカコ 貝塚中央クラブ
12742123 加藤 奉也 カトウ トモヤ 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ
24009010 地代所 和紀 ジダイショ カズキ 鎌高オールスターズ
23829626 鈴木 涼太 スズキ リョウタ 鎌高オールスターズ
28427940 徳田 雄人 トクダ ユウト 鎌高オールスターズ
24009096 的場 一騎 マトバ カズキ 鎌高オールスターズ
11507574 石井 浩美 イシイ ヒロミ 君津市ソフトテニス協会
14711893 石橋 みずき イシバシ ミズキ 君津市ソフトテニス協会
10806548 加賀爪 美智子 カガツメ ミチコ 君津市ソフトテニス協会
11701903 川島 正幸 カワシマ マサユキ 幸町クラブ
11498643 桑野 洋城 クワノ ヒロキ 幸町クラブ
11503699 金野 貴於 コンノ ヨシオ 幸町クラブ
11490876 井上 広喜 イノウエ ヒロヨシ 黒潮ソフトテニスクラブ 2018/1/28
11494683 高地 信行 コウチ ノブユキ 黒潮ソフトテニスクラブ
11500124 関 浩二 セキ コウジ 黒潮ソフトテニスクラブ
11521914 常泉 一幸 ツネイズミ カズユキ 黒潮ソフトテニスクラブ
11504726 永野 修一 ナガノ シユウイチ 黒潮ソフトテニスクラブ 2018/1/28
23775503 吉野 海音 ヨシノ アマネ 黒潮ソフトテニスクラブ
14921544 徳重 栄明 トクシゲ エイメイ 佐原ソフトテニスクラブ
19613680 玄藤 綾乃 ゲンドウ アヤノ 佐倉クラブ
11528500 小坂 淳一 コサカ ジユンイチ 佐倉クラブ
19613673 館 桃香 ダテ モモカ 佐倉クラブ
11523079 千葉 政子 チバ マサコ 佐倉クラブ
18894844 柘植 尚子 ツゲ ショウコ 佐倉クラブ
11523765 戸村 和子 トムラ カズコ 佐倉クラブ
11524106 戸村 満男 トムラ ミツオ 佐倉クラブ
11809197 奈良 光男 ナラ ミツオ 佐倉クラブ



11807711 奈良 由美子 ナラ ユミコ 佐倉クラブ
12749242 本多 なつき ホンダ ナツキ 佐倉クラブ
11527220 森田 ひろみ モリタ ヒロミ 佐倉クラブ
18190458 三橋 葉子 ミツハシ ヨウコ 佐倉市役所ソフトテニスクラブ
19685946 飯塚 一美 イイヅカ カズミ 四街道ソフトテニスクラブ
19610399 相川 百合子 アイカワ ユリコ 市原エイティクラブ 2015/3/21
17990752 石川 知子 イシカワ トモコ 市原エイティクラブ 2017/8/26
19610160 小倉 房子 オグラ フサコ 市原エイティクラブ
11496892 菊地 紀子 キクチ ノリコ 市原エイティクラブ
11506331 田村 大子 タムラ ヒロコ 市原エイティクラブ
11518334 藤川 ひろみ フジカワ ヒロミ 市原エイティクラブ 2016/1/30
17990776 宮坂 文子 ミヤサカ フミコ 市原エイティクラブ
27860168 岸川 はるみ キシカワ ハルミ 市原ドリーム 2015/3/21
27860175 髙山 麻里 タカヤマ マリ 市原ドリーム
26413471 山本 直美 ヤマモト ナオミ 市原ドリーム
11518372 荒井 千草 アライ チグサ 市原ファミリークラブ
11486787 井原 文子 イハラ フミコ 市原ファミリークラブ
11491095 岡 米子 オカ ヨネコ 市原ファミリークラブ
19610436 柴崎 亜希子 シバサキ アキコ 市原ファミリークラブ
11495048 田中 孝子 タナカ タカコ 市原ファミリークラブ
11498735 寺島 あや子 テラジマ アヤコ 市原ファミリークラブ
11521136 長尾 幸子 ナガオ サチコ 市原ファミリークラブ
11506393 永田 悦栄 ナガタ エツエ 市原ファミリークラブ
11509080 前田 光江 マエダ ミツエ 市原ファミリークラブ
11510314 松永 真弓 マツナガ マユミ 市原ファミリークラブ
11513346 山越 広子 ヤマコシ ヒロコ 市原ファミリークラブ
18358193 赤羽根 啓輔 アカバネ ケイスケ 市川ソフトテニスクラブ
11522751 飯干 留美子 イイホシ ルミコ 市川ソフトテニスクラブ 2015/6/14
17142878 岩城 剛 イワキ タケシ 市川ソフトテニスクラブ
18780994 大谷 かりん オオタニ カリン 市川ソフトテニスクラブ 2015/3/15
13473464 大橋 あゆ美 オオハシ アユミ 市川ソフトテニスクラブ
12733421 岡崎 竜 オカザキ トオル 市川ソフトテニスクラブ
24221702 岡戸 隆典 オカド タカノリ 市川ソフトテニスクラブ
14730696 垣﨑 真穂 カキザキ マホ 市川ソフトテニスクラブ
23632219 栗原 大一 クリハラ タイチ 市川ソフトテニスクラブ
14471285 近藤 梨都子 コンドウ リツコ 市川ソフトテニスクラブ 2017/9/9
28089728 高橋 めぐみ タカハシ メグミ 市川ソフトテニスクラブ 2015/3/15
11507642 長谷川 亮 ハセガワ リョウ 市川ソフトテニスクラブ
14246593 村越 麻知子 ムラコシ マチコ 市川ソフトテニスクラブ
12747700 山田 和弘 ヤマダ カズヒロ 市川ソフトテニスクラブ
12671249 渡辺 勝彦 ワタナベ カツヒコ 市川ソフトテニスクラブ
11508083 下村 敬子 シモムラ ケイコ 市川ダックリングテニスクラブ
11497424 関上 亨 セキガミ トオル 市川市役所ソフトテニス部
18410334 石田 寅三 イシダ トラゾウ 手賀沼クラブ 2016/11/26
11497646 大久保 学 オオクボ マナブ 手賀沼クラブ
23665309 押田 光生 オシダ ミツキ 手賀沼クラブ
19612980 山中 新一 ヤマナカ シンイチ 酒々井ソフトテニスクラブ
11525752 浅井 徹 アサイ トオル 習志野ソフトテニスクラブ
11489450 板谷 芙美子 イタヤ フミコ 習志野ソフトテニスクラブ
11521624 岩本 康治 イワモト ヤスハル 習志野ソフトテニスクラブ
19615059 竹下 雅人 タケシタ マサト 習志野ソフトテニスクラブ
11491439 奈良 さゆり ナラ サユリ 習志野ソフトテニスクラブ
10788172 早津 小百合 ハヤツ サユリ 習志野ソフトテニスクラブ
16266025 河端 慎介 カワバタ シンスケ 勝田台クラブ
19693279 藤田 道子 フジタ ミチコ 勝田台クラブ
16266032 峰岸 士郎 ミネギシ シロウ 勝田台クラブ
11531449 大川 早苗 オオカワ サナエ 小金原ソフトテニスクラブ
11749950 小俣 喜久代 オマタ キクヨ 小金原ソフトテニスクラブ
14189340 春日 真智子 カスガ マチコ 小金原ソフトテニスクラブ



27844304 黒崎 靖子 クロサキ ヤスコ 小金原ソフトテニスクラブ
24111737 小張 美咲 コバリ ミサキ 小金原ソフトテニスクラブ
11750000 佐久間 真知子 サクマ マチコ 小金原ソフトテニスクラブ
11528760 財津 洋子 ザイツ ヨウコ 小金原ソフトテニスクラブ
11531753 重田 千恵子 シゲタ チエコ 小金原ソフトテニスクラブ
11531401 品川 香代子 シナガワ カヨコ 小金原ソフトテニスクラブ
24168250 篠原 由佳 シノハラ ユカ 小金原ソフトテニスクラブ
11750260 清水 利子 シミズ トシコ 小金原ソフトテニスクラブ
11750024 田中 則子 タナカ ノリコ 小金原ソフトテニスクラブ
11749905 寺嶋 明美 テラシマ アケミ 小金原ソフトテニスクラブ
11531425 中沢 治美 ナカザワ ハルミ 小金原ソフトテニスクラブ
11750017 中野 徳子 ナカノ トクコ 小金原ソフトテニスクラブ
11531104 永田 真由美 ナガタ マユミ 小金原ソフトテニスクラブ
19440231 奈良 拓実 ナラ タクミ 小金原ソフトテニスクラブ
11530541 樋口 幸正 ヒグチ ユキマサ 小金原ソフトテニスクラブ
11531470 星野 真弓 ホシノ マユミ 小金原ソフトテニスクラブ
26260587 牧野 律子 マキノ リツコ 小金原ソフトテニスクラブ
11531005 三根 恵美子 ミネ エミコ 小金原ソフトテニスクラブ
11749943 箕輪 信子 ミノワ ノブコ 小金原ソフトテニスクラブ
11531043 村田 ちさと ムラタ チサト 小金原ソフトテニスクラブ
11531456 柳田 嘉美 ヤナギダ ヨシミ 小金原ソフトテニスクラブ
11749981 山口 かおる ヤマグチ カオル 小金原ソフトテニスクラブ
11531388 山下 洋子 ヤマシタ ヨウコ 小金原ソフトテニスクラブ
11749967 湯浅 早苗 ユアサ サナエ 小金原ソフトテニスクラブ
11749974 吉川 美智子 ヨシカワ ミチコ 小金原ソフトテニスクラブ
28036135 星名 凜仁 ホシナ リント 昭和ホールディングス
24949835 太田 光範 オオタ ミツノリ 松戸クラブ
11495796 白樫 信 シラカシ シノブ 沼南風早クラブ
11502630 秦野 利子 ハタノ トシコ 沼南風早クラブ
12767666 神子 友美 カミコ トモミ 新日鉄住金君津
16322059 河津 拓也 カワヅ タクヤ 新日鉄住金君津
11513247 斎藤 光男 サイトウ ミツオ 新日鉄住金君津
28149293 花田 智紀 ハナダ トモキ 新日鉄住金君津
23994126 松田 麻鈴 マツダ マリン 新日鉄住金君津
14922213 松橋 彰紀 マツハシ アキノリ 新日鉄住金君津
18428810 南 翔子 ミナミ ショウコ 新日鉄住金君津
19440279 南 優 ミナミ マサル 新日鉄住金君津
24901888 山田 優 ヤマダ ユウ 新日鉄住金君津
11520108 吉村 秀伸 ヨシムラ ヒデノブ 新日鉄住金君津
19440255 渡邉 幹也 ワタナベ ミキヤ 新日鉄住金君津
19334608 大竹 裕貴 オオタケ ユウキ 成田クラブ
12808281 小堤 英梨 オツヅミ エリ 成田クラブ
18023220 川嶋 好子 カワシマ ヨシコ 成田クラブ
11526483 三橋 道男 ミツハシ ミチオ 成田市役所ソフトテニスクラブ
28310341 在原 惇 アリハラ ジュン 千葉県庁
11489238 砂賀 一英 スナガ カズヒデ 千葉県庁
11493310 田村 一晴 タムラ カズハル 千葉県庁
28310334 松田 啓 マツダ サトシ 千葉県庁
25606744 森本 康介 モリモト コウスケ 千葉県庁
28392767 若月 伸夫 ワカツキ ノブオ 千葉県庁
11495284 行方 富士雄 ナメカタ フジオ 千葉市民クラブ
16412620 土井 慎一 ドイ シンイチ 千葉市役所
18256314 山内 雅充 ヤマウチ マサミツ 千葉市役所
27843888 若林 智克 ワカバヤシ トモカツ 千葉市役所
12743340 安孫子 愛美 アビコ マナミ 船橋クラブ
11518853 石井 定 イシイ サダム 船橋クラブ 2017/4/23
18554427 井出 涼太 イデ リョウタ 船橋クラブ
18554434 海老原 敬介 エビハラ ケイスケ 船橋クラブ
18492385 大森 貴明 オオモリ タカアキ 船橋クラブ



17152068 小野 隼 オノ シュン 船橋クラブ
23661332 竹田 久留実 タケダ クルミ 船橋クラブ
18492354 田中 裕之 タナカ ヒロユキ 船橋クラブ
18554540 戸倉 隼平 トクラ シュンペイ 船橋クラブ
18852226 深谷 奈生 フカヤ ナオ 船橋クラブ
11525882 本谷 倫則 ホンタニ トモノリ 船橋クラブ 2015/1/31
11941200 峯岸 育美 ミネギシ イクミ 船橋クラブ
11514909 見矢 正康 ミヤ マサヤス 船橋クラブ
15979780 田中 さと子 タナカ サトコ 船橋高根台クラブ
14177750 池田 泰輝 イケダ ヒロキ 船橋緑会クラブ
15979933 佐藤 奈々 サトウ ナナ 船橋緑会クラブ
28015796 鈴木 義志 スズキ ヨシユキ 船橋緑会クラブ 2015/1/31
14264863 新山 智史 ニイヤマ サトシ 船橋緑会クラブ
14248221 真田 裕介 サナダ ユウスケ 蘇我ミクス
11499732 宇田川 貴央 ウダガワ タカオ 大山口ソフトテニスクラブ
19722221 山崎 悠平 ヤマザキ ユウヘイ 大山口ソフトテニスクラブ
17897648 大島 裕史 オオシマ ヒロシ 東葛飾クラブ
17898737 小野寺 克幸 オノデラ カツユキ 東葛飾クラブ
18503685 塚原 悠 ツカハラ ユウ 東葛飾クラブ
14521713 山口 桂介 ヤマグチ ケイスケ 東葛飾クラブ
26370507 伊藤 慎治 イトウ シンジ 道楽クラブ
11505143 篠崎 真一 シノザキ シンイチ 道楽クラブ
13337445 積田 創 ツミタ ソウ 道楽クラブ
12782866 本間 修二 ホンマ シュウジ 道楽クラブ
11528005 一木 佳子 イチキ ヨシコ 柏クラブ
32999013 樗木 絵理菜 オオテキ エリナ 柏クラブ
27851227 小谷 正行 コタニ マサユキ 柏クラブ
16596061 永倉 昭 ナガクラ アキラ 柏クラブ 2018/1/24
11514688 石原 房子 イシハラ フサコ 柏市レデイースソフトテニス連盟
11520351 小川 照美 オガワ テルミ 柏千代田クラブ
11518488 清水 真澄 シミズ マスミ 柏千代田クラブ
25072006 寺岡 明美 テラオカ アケミ 柏千代田クラブ
25011432 城戸 敏彰 キド トシアキ 柏葉クラブ
11494362 山崎 周平 ヤマザキ シュウヘイ 柏葉クラブ
20358082 飯塚 洋子 イイズカ ヨウコ 八街ソフトテニスクラブ
12701867 石津 栄 イシズ サカエ 八街ソフトテニスクラブ
11491569 菊間 みゆき キクマ ミユキ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
15278180 小山 栄子 コヤマ エイコ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
11500773 田辺 洋介 タナベ ヨウスケ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
21216022 長澤 真依子 ナガサワ マイコ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
14884436 花島 夏美 ハナシマ ナツミ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
10757314 松本 直也 マツモト ナオヤ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
18103304 三橋 龍也 ミハシ タツヤ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
27851586 茂木 美智 モテギ ミチ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
16729025 山﨑 優 ヤマザキ ユウ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
25116458 横山 千容 ヨコヤマ チヒロ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
17981941 平野 由美 ヒラノ ユミ 八日市場ソフトテニスクラブ
28930068 黒崎 寛 クロサキ ヒロシ 碧空クラブ
11502487 古賀 貴 コガ タカシ 碧空クラブ
11714958 鈴木 実 スズキ ミノル 碧空クラブ
11485865 渥美 勝利 アツミ カツトシ 北柏ライフタウンテニスクラブ
27849521 荒木 崇秀 アラキ タカヒデ 北柏ライフタウンテニスクラブ
17932165 犬飼 あゆみ イヌカイ アユミ 北柏ライフタウンテニスクラブ
11496151 大井 恵子 オオイ ケイコ 北柏ライフタウンテニスクラブ
11497912 大沢 俊夫 オオサワ トシオ 北柏ライフタウンテニスクラブ
11502890 風間 三沙子 カザマ ミサコ 北柏ライフタウンテニスクラブ
11512028 田中 清美 タナカ キヨミ 北柏ライフタウンテニスクラブ 2018/1/24
14949289 八田 卓人 ハッタ タカヒト 北柏ライフタウンテニスクラブ
19645421 林 郁美 ハヤシ イクミ 北柏ライフタウンテニスクラブ



16271692 三井 祐 ミツイ ユウ 北柏ライフタウンテニスクラブ
23900516 粕井 勇人 カスイ ユウト 北優会
11491422 菅井 洋子 スガイ ヨウコ 明日香
11497080 高萩 典子 タカハギ ノリコ 迷球会
11524977 岡沢 可人 オカザワ ヨシヒト 茂原クラブ
11501725 木滑 美智代 キナメ ミチヨ 茂原クラブ 2018/1/28
12757473 武田 みどり タケダ ミドリ 茂原クラブ 2018/1/28
11507451 土屋 友子 ツチヤ トモコ 茂原クラブ 2018/1/28
11508816 長塚 きみ子 ナガツカ キミコ 茂原クラブ 2018/1/28
11520597 丸 寿美 マル ヒサミ 茂原クラブ 2018/1/28
11521051 横尾 はるみ ヨコオ ハルミ 茂原クラブ 2018/1/28
11512240 和田 安江 ワダ ヤスエ 茂原クラブ 2018/1/28
14972676 佐伯 綾香 サエキ アヤカ 木更津ソフトテニスクラブ
13369323 太田 裕貴 オオタ ヒロキ 木友ソフトテニスクラブ
10794425 小澤 隆浩 オザワ タカヒロ 木友ソフトテニスクラブ
27838884 高木 舞 タカギ マイ 木友ソフトテニスクラブ
18029789 本多 篤子 ホンダ アツコ 木友ソフトテニスクラブ
11487791 秋元 尚浩 アキモト ナオヒロ 野田クラブ
12045068 小林 勝幸 コバヤシ カツユキ 野田クラブ
11514787 田崎 伸治 タザキ シンジ 野田クラブ
12718585 西原 正悟 ニシハラ ショウゴ 野田クラブ
16415041 林 佳太朗 ハヤシ ケイタロウ 野田クラブ
11518082 藤井 知巳 フジイ トモミ 野田クラブ
14258039 秋房 美知子 アキフサ ミチコ 野田レディース 2014/11/22
11491927 岡野 典子 オカノ ノリコ 野田レディース 2014/11/22
11708841 佐用 麻岐 サヨウ マキ 野田レディース 2014/11/22
14258046 中山 久美子 ナカヤマ クミコ 野田レディース
11487777 生駒 哲朗 イコマ テツロウ 野田東部テニス同好会
28177128 藤田 健二 フジタ ケンジ 野田東部テニス同好会
13468026 藤田 外茂雄 フジタ トシオ 野田東部テニス同好会
14258053 堀川 智里 ホリカワ チサト 野田東部テニス同好会
27956205 小笠原 俊夫 オガサワラ トシオ 流山クラブ 2016/12/17
27956243 田代 誠 タシロ マコト 流山クラブ 2016/12/17
16749887 山口 明日波 ヤマグチ アスミ 流山クラブ
12111121 田村 咲奈 タムラ サナ 湾岸クラブ
12689140 小池 昴 コイケ スバル 浦安市立堀江中学校
28248231 実川 りつき ジツカワ リツキ 浦安市立堀江中学校
29238293 仲野 江美 ナカノ エミ 鴨川市立安房東中学校
28194675 粕谷 賢二 カスヤ ケンジ 鴨川市立鴨川中学校
17106917 高野 利佳子 タカノ リカコ 館山市立第一中学校
18482683 大森 逸代 オオモリ イツヨ 館山市立第三中学校
21231711 大野 正展 オオノ マサノブ 君津市立君津中学校 2015/11/8
26763606 服部 賢一 ハットリ ケンイチ 君津市立君津中学校
21717000 鹿野 和樹 シカノ カズキ 君津市立周西中学校
25014594 山田 真理子 ヤマダ マリコ 君津市立周西南中学校
21231728 磯野 俊樹 イソノ トシキ 君津市立八重原中学校
21485404 山本 剛史 ヤマモト タケシ 佐倉市立南部中学校
25407679 遠藤 啓 エンドウ ヒロム 市原市立加茂中学校
19761688 草薙 克哉 クサナギ カツヤ 市川市立第五中学校
28809838 小野 宏晃 オノ ヒロアキ 習志野市立第五中学校
28347811 高橋 麻里 タカハシ マリ 習志野市立第五中学校
28825876 麻生 竜矢 アソウ タツヤ 習志野市立第二中学校
26830421 鈴木 俊太朗 スズキ シュンタロウ 成田市立吾妻中学校
19230504 清宮 大輝 セイミヤ ダイキ 千葉県高体連１地区顧問
12704116 田中 裕人 タナカ ヒロト 千葉県高体連１地区顧問
28669975 冨樫 雅哉 トガシ マサヤ 千葉県高体連１地区顧問
16755123 窪川 亮平 クボカワ リョウヘイ 千葉県高体連２地区顧問
11490470 石野 孝和 イシノ タカカズ 千葉県高体連３地区顧問
29216697 岩澤 亮 イワサワ リョウ 千葉県高体連３地区顧問



28139645 閑田 文人 カンダ アヤト 千葉県高体連３地区顧問
15091994 鳩谷 友一郎 ハトヤ ユウイチロウ千葉県高体連５地区顧問
25735949 小林 明広 コバヤシ アキヒロ 千葉県高体連７地区顧問
14946288 石井 隆浩 イシイ タカヒロ 千葉県高体連９・１０地区顧問 2015/11/8
19670379 多田野 昭 タダノ アキラ 千葉県高体連９・１０地区顧問
29158614 佐藤 優輔 サトウ ユウスケ 千葉県流山市立東部中学校
28804673 田﨑 俊介 タザキ シュンスケ 船橋市立宮本中学校 2015/11/8
28837428 佐藤 純 サトウ ジュン 船橋市立御滝中学校
28355229 加瀨 慎哉 カセ シンヤ 船橋市立三山中学校
17126274 工藤 優 クドウ ユウ 船橋市立三田中学校
12774049 鳴海 剛史 ナルミ ツヨシ 船橋市立芝山中学校
28322641 鈴木 海 スズキ カイ 船橋市立習志野台中学校
28828501 大川 修平 オオカワ シュウヘイ 船橋市立坪井中学校
28120728 神原 真人 カンバラ マナト 銚子市立第三中学校
27887790 吉原 翼 ヨシワラ ツバサ 長柄町立長柄中学校
20167448 山田 めぐみ ヤマダ メグミ 南房総市立千倉中学校
24115315 山田 大輔 ヤマダ ダイスケ 柏市立光ヶ丘中学校
26891545 松本 敏明 マツモト トシアキ 柏市立酒井根中学校 2015/11/8
21694875 佐藤 綾子 サトウ アヤコ 柏市立西原中学校 2015/11/8
26949093 生天目 愛美 ナバタメ マナミ 柏市立柏第三中学校
29155897 松田 峻 マツダ シュン 柏市立柏第四中学校
26996301 戸嶋 依里 トシマ エリ 柏市立風早中学校
28343066 髙山 秀人 タカヤマ ヒデト 柏市立豊四季中学校
27029121 長澤 知佳 ナガサワ チカ 柏市立豊四季中学校
28158066 井上 元太 イノウエ ゲンタ 八千代市立高津中学校
25426823 浅川 希望 アサカワ ノゾミ 八千代市立村上中学校 2015/11/8
12793988 川田 朝美 カワタ アサミ 富浦町立富浦中学校
24017466 石村 由里 イシムラ ユリ 富山町立富山中学校
23984691 加茂 信幸 カモ ノブユキ 富山町立富山中学校
29251414 鈴木 絢 スズキ アヤ 富津市立佐貫中学校 2015/11/8
29252121 柏熊 恵里佳 カシワグマ エリカ 富津市立天羽東中学校 2015/11/8
12757984 西周 信幸 サイシュウ ノブユキ 茂原市立冨士見中学校
12748723 吉田 晴一 ヨシダ セイイチ 茂原市立茂原中学校
20773533 永井 光 ナガイ ヒカル 木更津市立波岡中学校 2015/11/8
11595120 吉葉 晶典 ヨシバ マサノリ 木更津市立木更津第二中学校
18709636 程田 匡男 ホドタ マサオ 野田市立川間中学校
21689208 福岡 哲也 フクオカ テツヤ 野田市立東部中学校
12745141 川越 康裕 カワゴエ ヤスヒロ 野田市立北部中学校


