
　　公認審判員有効期限が今年度末の会員一覧

　・審判員有効期限が今年度末（2019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）で、

　　更新の意思がある方は、その旨を審判資格申請書の通信欄に記入し、さらに枠内の必要事項を記入の上、

　　下記お問い合わせ先（秦野）まで、FAXまたはメールでお送りください。

　　（更新料２，０００円の受け渡し方法については、追ってお知らせします。）

　・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

　　を受講してください。
　
　・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

FAX：04-7191-5156

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
21340635 田中 優希 タナカ ユウキ ＪＦＥ東日本
16457751 小沼 幸弘 オヌマ ユキヒロ PG
11500612 兼坂 有美 カネサカ ユミ ＳＴＥＰ千葉
11516170 蕨 正樹 ワラビ マサキ ＳＴＥＰ千葉
26457222 飯田 貴迪 イイダ タカミチ ＳＴＯＣ
26457130 稲垣 竜太郎 イナガキ リュウタロウ ＳＴＯＣ
26463711 鵜澤 俊紀 ウザワ トシキ ＳＴＯＣ
26457246 岡本 幸平 オカモト コウヘイ ＳＴＯＣ
12744733 金澤 卓 カナザワ タカシ ＳＴＯＣ
12649887 酒井 幸雄 サカイ ユキオ ＳＴＯＣ
17698139 宗田 裕二 ソウタ ユウジ ＳＴＯＣ
16621060 山口 陵介 ヤマグチ リョウスケ ＳＴＯＣ
15970602 吉野 雄介 ヨシノ ユウスケ ＳＴＯＣ
15981325 田中 一稀 タナカ カズキ オミーズ
26405278 有原 健太 アリハラ ケンタ ソフトテニス千葉クラブ
27441992 安藤 歩 アンドウ アユミ ソフトテニス千葉クラブ
12826412 池田 和樹 イケダ カズキ ソフトテニス千葉クラブ
14262258 河村 由実子 カワムラ ユミコ ソフトテニス千葉クラブ
12704818 小板橋 由佳 コイタバシ ユカ ソフトテニス千葉クラブ
16164369 櫻井 久美 サクライ クミ ソフトテニス千葉クラブ
17971041 鶴岡 紗良 ツルオカ サラ ソフトテニス千葉クラブ
21629754 藤井 侑也 フジイ ユウヤ ソフトテニス千葉クラブ
18518078 松井 貴弘 マツイ タカヒロ ソフトテニス千葉クラブ
12101900 松本 法子 マツモト ノリコ ソフトテニス千葉クラブ
27490822 馬渕 雅司 マブチ マサシ ソフトテニス千葉クラブ
11601142 柳澤 英幸 ヤナギサワ ヒデユキ ソフトテニス千葉クラブ
26450889 綿木 充 ワタギ ミツル ソフトテニス千葉クラブ
27213759 高橋 綾 タカハシ アヤ ときわ平ソフトテニスクラブ 2014/2/16
11523147 田邊 加津子 タナベ カツコ ときわ平ソフトテニスクラブ
11491477 宇津木 幸子 ウツギ サチコ ふたばクラブ
26431291 高須賀 美根子 タカスカ ミネコ ふたばクラブ
16145412 熱田 祥平 アツタ ショウヘイ ふれあいクラブ
12634818 伊藤 子竜 イトウ シリュウ ふれあいクラブ



14738616 伊藤 宏泰 イトウ ヒロヤス ふれあいクラブ
11753070 加瀬 博規 カセ ヒロノリ ふれあいクラブ
16041745 森田 大 モリタ フトシ ふれあいクラブ
26418063 深山 松美 ミヤマ マツミ わかば（睦沢）
21399428 奥住 翔太朗 オクズミ ショウタロウ 旭クラブ
12728254 小川 育男 オガワ イクオ 印西ソフトテニスクラブ
16220072 板倉 祐子 イタクラ ユウコ 浦安会
12668093 伊藤 萌里 イトウ モエリ 浦安会
12668053 井上 百合子 イノウエ ユリコ 浦安会
22136879 大塚 天人 オオツカ ソラト 浦安会
12725072 倉元 真美 クラモト マミ 浦安会 2013/8/4
18004748 小池 俊介 コイケ シュンスケ 浦安会 2013/8/4
22006509 小島 翔太 コジマ ショウタ 浦安会
12668060 早坂 陸 ハヤサカ リク 浦安会
18004724 平山 紀雄 ヒラヤマ ノリオ 浦安会
12782586 深井 啓陽 フカイ ヒロハル 浦安会
26530796 水野 さと子 ミズノ サトコ 浦安会
12721838 向山 哲 ムコウヤマ サトシ 浦安会
12776363 湯本 裕樹 ユモト ユウキ 浦安会
21667718 横地 健太 ヨコチ ケンタ 栄成クラブ
11493426 神長 千枝子 カミナガ チエコ 花見川ソフトテニスクラブ
11913191 川元 忠和 カワモト タダカズ 花見川ソフトテニスクラブ
11497257 坂本 恵子 サカモト ケイコ 花見川ソフトテニスクラブ
11816850 安井 幸枝 ヤスイ ユキエ 花見川ソフトテニスクラブ
11495383 麻見 嘉代子 アサミ カヨコ 貝塚中央クラブ
25058178 天野 義紀 アマノ ヨシノリ 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ
19056302 櫻井 篤 サクライ アツシ 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ
19667607 鈴木 直蔵 スズキ ナオゾウ 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ
19057392 渡部 幸治 ワタナベ コウジ 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ
17953412 海老原 由歩 エビハラ ユキホ 君津市ソフトテニス協会
15715579 及川 清貴 オイカワ キヨタカ 黒潮ソフトテニスクラブ
14743429 大塚 彩乃 オオツカ アヤノ 黒潮ソフトテニスクラブ
15715531 児安 信幸 コヤス ノブユキ 黒潮ソフトテニスクラブ
15715555 野口 勇樹 ノグチ ユウキ 黒潮ソフトテニスクラブ
16393691 松木 龍太 マツキ リュウタ 黒潮ソフトテニスクラブ
14743405 山口 美穂 ヤマグチ ミホ 黒潮ソフトテニスクラブ
15970565 鎗田 正利 ヤリタ マサトシ 黒潮ソフトテニスクラブ
21511882 井戸山 遥 イドヤマ ハルカ 佐倉クラブ
18894646 宍倉 祐輔 シシクラ ユウスケ 佐倉クラブ 2013/2/3
11521594 竹内 誠 タケウチ マコト 佐倉クラブ
11524380 中里 恵子 ナカザト ケイコ 佐倉クラブ
11526278 藤ノ木 宣好 フジノキ ノブヨシ 佐倉クラブ
11519706 本橋 優美子 モトハシ ユミコ 佐倉クラブ
21474071 山﨑 三鈴 ヤマザキ ミスズ 佐倉クラブ
11525073 能城 広子 ノウジョウ ヒロコ 四街道ソフトテニスクラブ
11519584 石井 亜衣子 イシイ アイコ 市原エイティクラブ
14188091 加藤 理恵 カトウ リエ 市原エイティクラブ
24960595 菅谷 佐緒里 スガヤ サオリ 市原エイティクラブ
11606819 清水 智和 シミズ トモカズ 市原ドリーム
11495017 氷室 佐和子 ヒムロ サワコ 市原ドリーム 2015/3/21
16629240 吉岡 茂 ヨシオカ シゲル 市原ドリーム
11519041 安孫子 素子 アビコ モトコ 市原ファミリークラブ 2015/3/21
12726215 松本 旦子 マツモト アキコ 市原ファミリークラブ
12739841 青木 伸浩 アオキ ノブヒロ 市川ソフトテニスクラブ
21562402 荒川 智紀 アラカワ トモキ 市川ソフトテニスクラブ
24658843 入江 英津子 イリエ エツコ 市川ソフトテニスクラブ
11921769 川口 真穂 カワグチ マオ 市川ソフトテニスクラブ
12744697 木谷 友哉 キタニ トモヤ 市川ソフトテニスクラブ 2014/1/13
24422475 宍倉 伶征 シシクラ リュウセイ 市川ソフトテニスクラブ



19719375 竹内 大地 タケウチ ダイチ 市川ソフトテニスクラブ
22044754 中臺 唯 ナカダイ ユイ 市川ソフトテニスクラブ
21562303 牧 直矢 マキ ナオヤ 市川ソフトテニスクラブ
15088444 松野 まみ マツノ マミ 市川ソフトテニスクラブ 2017/9/9
16390065 満江 佐知 ミツエ サチ 市川ソフトテニスクラブ
10886953 山田 勇也 ヤマダ ユウヤ 市川ソフトテニスクラブ
18203721 酒井 洋 サカイ ヒロシ 市川ダックリングテニスクラブ
11527091 砂川 哲也 スナガワ テツヤ 市川ダックリングテニスクラブ
21311956 遠藤 勝幸 エンドウ カツユキ 芝山クラブ
11499398 大村 秀明 オオムラ ヒデアキ 手賀沼クラブ
27802588 金子 忠隆 カネコ タダタカ 手賀沼クラブ
11508298 小林 俊夫 コバヤシ トシオ 手賀沼クラブ
27802571 下田 哲夫 シモダ テツオ 手賀沼クラブ
14474798 根本 和実 ネモト カズミ 習志野ソフトテニスクラブ
26424446 五十嵐 典子 イガラシ ノリコ 勝田台クラブ
13465452 伊東 昭夫 イトウ アキオ 勝田台クラブ
20716820 青木 基泰 アオキ モトヤス 小金原ソフトテニスクラブ
22076625 赤池 裕成 アカイケ ユウセイ 小金原ソフトテニスクラブ
26710518 秋池 直美 アキイケ ナオミ 小金原ソフトテニスクラブ
12635689 大庭 功嗣 オオバ コウジ 小金原ソフトテニスクラブ
26859781 大庭 麻友美 オオバ マユミ 小金原ソフトテニスクラブ 2014/2/16
18383416 小笠原 高子 オガサワラ タカコ 小金原ソフトテニスクラブ
16523739 菊地 新平 キクチ シンペイ 小金原ソフトテニスクラブ
11750345 小林 浩司 コバヤシ コウジ 小金原ソフトテニスクラブ
16139862 鹿野 澄子 シカノ スミコ 小金原ソフトテニスクラブ
11701040 髙瀬 沙里 タカセ サリ 小金原ソフトテニスクラブ
14206696 松尾 大地 マツオ ダイチ 小金原ソフトテニスクラブ
11530862 松尾 真由美 マツオ マユミ 小金原ソフトテニスクラブ
11753520 吉野 愛未 ヨシノ アミ 小金原ソフトテニスクラブ
12772563 田口 輝 タグチ アキラ 昭和ホールディングス
22059345 村上 和希 ムラカミ カズキ 昭和ホールディングス
12698589 望月 梓司 モチヅキ シンジ 昭和ホールディングス
15978745 高橋 眞一 タカハシ シンイチ 松戸市役所
17792516 荒牧 知弥 アラマキ トモヤ 新日鉄住金君津
15822178 小林 裕太 コバヤシ ユウタ 新日鉄住金君津
11512325 齋藤 勝 サイトウ マサル 新日鉄住金君津
27753774 飯嶋 裕丞 イイジマ ユウスケ 成田クラブ
19613642 河西 祥吾 カサイ ショウゴ 成田クラブ
12677213 菊地 悠 キクチ ユタカ 成田クラブ
12688898 葛生 貴子 クズウ キコ 成田クラブ
12688943 後藤 真由 ゴトウ マユ 成田クラブ
15994127 滝口 諒 タキグチ リョウ 成田クラブ
11489429 安部 将也 アベ マサヤ 成田市役所ソフトテニスクラブ
21446733 高木 真央 タカギ マオ 成田市役所ソフトテニスクラブ
12649648 木村 真大 キムラ マサヒロ 西千葉クラブ
11484455 二宮 悳 ニノミヤ スナオ 青葉台クラブ
13336318 鰺坂 万穂 アジサカ マホ 千葉県高体連第６・８地区顧問
22194466 齋藤 岬 サイトウ ミサキ 千葉県庁
19804644 田村 翔太 タムラ ショウタ 千葉県庁
11489252 中村 則義 ナカムラ ノリヨシ 千葉市民クラブ
11498292 畠山 勝雄 ハタケヤマ カツオ 千葉市民クラブ
11112716 堀越 大樹 ホリコシ ダイキ 千葉市役所
18024395 太田 瞳 オオタ ヒトミ 船橋クラブ
20225254 笠木 瑚乃美 カサキ コノミ 船橋クラブ
21415470 佐藤 さやか サトウ サヤカ 船橋クラブ
11507550 篠宮 俊弘 シノミヤ トシヒロ 船橋クラブ
14208492 瀬古沢 千夏 セコザワ チナツ 船橋クラブ
21629884 本田 陽汰 ホンダ ヒナタ 船橋クラブ
21825316 安田 華子 ヤスダ ハナコ 船橋クラブ



11496212 市川 敏彦 イチカワ トシヒコ 船橋市ソフトテニス協会（高根台テニスクラブ）
17116688 大川 雅江 オオカワ マサエ 船橋習志野台クラブ
11528159 佐藤 菊代 サトウ キクヨ 船橋習志野台クラブ 2013/10/11
21317866 前川 義男 マエカワ ヨシオ 船橋習志野台クラブ 2013/10/11
15966780 浅妻 健太郎 アサズマ ケンタロウ 船橋緑会クラブ
14177798 中谷 知広 ナカタニ トモヒロ 船橋緑会クラブ
11491538 佐藤 加代子 サトウ カヨコ 大山口ソフトテニスクラブ
11523437 大浦 陽子 オオウラ ヨウコ 天台クラブ
11704522 横関 紀美子 ヨコゼキ キミコ 天台クラブ
11513438 安達 徹 アダチ トオル 道楽クラブ
14354441 斉藤 啓介 サイトウ ケイスケ 道楽クラブ
15601407 平野 充 ヒラノ ミツル 道楽クラブ
13591533 渡辺 裕人 ワタナベ ユウト 道楽クラブ
11499329 小川 洋子 オガワ ヨウコ 柏千代田クラブ
19625836 浦井 篤史 ウライ アツシ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
21370748 土屋 雅文 ツチヤ マサアキ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
24954136 三枝 克也 サエグサ カツヤ 八庭会
14373183 篠塚 洋之 シノヅカ ヒロユキ 富里ソフトテニスクラブ
11506775 赤星 古都 アカボシ コト 碧空クラブ
15176141 赤星 貴史 アカボシ タカフミ 碧空クラブ
21301544 安元 隆 ヤスモト タカシ 碧空クラブ
14263439 小林 良樹 コバヤシ ヨシキ 北柏ライフタウンテニスクラブ
15984609 丸山 理香 マルヤマ アヤカ 北柏ライフタウンテニスクラブ 2017/1/23
11488347 田中 達也 タナカ タツヤ 北優会
24940061 山﨑 康行 ヤマザキ ヤスユキ 岬ソフトテニスクラブ
26266916 滝 繁昌 タキ シゲマサ 茂原クラブ
25009118 中村 信一 ナカムラ シンイチ 茂原クラブ
11510079 森 順子 モリ ジユンコ 茂原クラブ
11502968 金坂 暁 カネサカ サトル 茂原市役所ソフトテニス部
11508564 菅谷 直博 スガヤ ナオヒロ 茂原市役所ソフトテニス部
18071733 丸 典弘 マル ノリヒロ 茂原市役所ソフトテニス部
11486589 國吉 俊夫 クニヨシ トシオ 木更津ソフトテニスクラブ 2014/5/17
14553646 斉藤 祐樹 サイトウ ユウキ 木友ソフトテニスクラブ
11507857 鈴木 一史 スズキ カズチカ 木友ソフトテニスクラブ
25534290 鈴木 秀雄 スズキ ヒデオ 木友ソフトテニスクラブ
26448503 高木 涼太 タカギ リョウタ 木友ソフトテニスクラブ
21851315 能重 遥香 ノウジュウ ハルカ 木友ソフトテニスクラブ
21720741 山本 篤希 ヤマモト アツキ 木友ソフトテニスクラブ
11493921 石塚 任一 イシヅカ ジンイチ 野田クラブ 2014/11/22
14204036 斎藤 洋史 サイトウ ヒロシ 野田クラブ
27779996 広瀬 友和 ヒロセ トモカズ 野田クラブ
15977762 牧 博貴 マキ ヒロキ 野田クラブ
17086257 宮崎 卓美 ミヤザキ タクミ 野田ヤルキーズ 2014/11/22
11711575 安達 玲子 アダチ レイコ 野田レディース
11493945 近藤 裕 コンドウ ヒロシ 流山クラブ
21755927 鈴木 賀博 スズキ ヨシヒロ 流山クラブ
21643415 羽吹 明日香 ハブキ アスカ 湾岸クラブ
21659621 水嶋 瞳 ミズシマ ヒトミ 湾岸クラブ
18347746 関川 充代 セキガワ ミツヨ いすみ市立岬中学校
23923133 石井 秀和 イシイ ヒデカズ 浦安市立見明川中学校
22009173 根本 義彦 ネモト ヨシヒコ 浦安市立高洲中学校
27094389 佐久間 信彰 サクマ ノブアキ 浦安市立富岡中学校 2015/11/8
11149965 内田 貴明 ウチダ タカアキ 横芝光町立横芝中学校
27028629 渡辺 杏沙 ワタナベ アヅサ 我孫子市立湖北中学校
26598192 七条 祐一 シチジョウ ユウイチ 鴨川市立鴨川中学校 2015/11/8
27045398 大塚 朝子 オオツカ トモコ 鴨川市立長狭中学校 2015/11/8
26789286 水島 由紀子 ミズシマ ユキコ 鴨川市立長狭中学校
25508284 荒井 潤 アライ ジュン 館山市立第一中学校
27005446 山崎 剛 ヤマザキ タケシ 館山市立第一中学校



26783444 伊藤 雄大 イトウ ユウダイ 館山市立第二中学校 2015/11/8
11484288 大野 文史 オオノ ノリヒト 君津市ソフトテニス協会
23732476 川崎 さゆり カワサキ サユリ 君津市立八重原中学校
16433663 土屋 貴亮 ツチヤ タカアキ 佐倉市立志津中学校 2015/11/8
26458373 入江 美穂 イリエ ミホ 山武市立成東東中学校
26455327 大藤 巨紀 オオトウ ナオキ 山武市立成東東中学校
21573828 髙井 俊孝 タカイ トシタカ 市川市立第四中学校 2015/11/8
18395846 泉 貴利 イズミ タカトシ 市川市立第二中学校 2015/11/8
21446856 二階堂 純 ニカイドウ ジュン 習志野市立第一中学校
23586802 藤田 泰 フジタ タイ 習志野市立第五中学校
25565683 野口 摩利亜 ノグチ マリア 習志野市立第二中学校
22066893 村上 大樹 ムラカミ ヒロキ 習志野市立第六中学校
12771988 山本 哲也 ヤマモト テツヤ 松戸市役所
27350133 石井 啓太郎 イシイ ケイタロウ 千葉県高体連１１地区顧問
27364475 柴崎 章紀 シバサキ アキノリ 千葉県高体連１１地区顧問
17122177 鈴木 法道 スズキ ノリミチ 千葉県高体連１１地区顧問
15025784 須田 学 スダ ガク 千葉県高体連１１地区顧問
25608687 千葉 友紀子 チバ ユキコ 千葉県高体連１１地区顧問
15368300 月下 芽 ツキシタ メイ 千葉県高体連１１地区顧問
27350218 山﨑 喬昭 ヤマザキ タカアキ 千葉県高体連１１地区顧問
26966519 宮崎 信伍 ミヤザキ シンゴ 千葉県高体連１地区顧問
25771855 佐藤 宣喜 サトウ センキ 千葉県高体連２地区顧問
11518860 成田 憲司 ナリタ ケンジ 千葉県高体連２地区顧問
12680889 川田 結月 カワダ ユヅキ 千葉県高体連３地区顧問
14677861 川村 賢一 カワムラ ケンイチ 千葉県高体連３地区顧問
20090050 六川 俊 ロクガワ シュン 千葉県高体連３地区顧問
21246104 小坂 祐子 コサカ ユウコ 千葉県高体連４地区顧問
25771831 八木 裕樹 ヤギ ユウキ 千葉県高体連４地区顧問
23983243 小林 晃大 コバヤシ アキヒロ 千葉県高体連５地区顧問
23983205 竹蓋 大樹 タケブタ ヒロキ 千葉県高体連５地区顧問
19546957 高岡 健太郎 タカオカ ケンタロウ 千葉県高体連７地区顧問
24645867 高橋 舞 タカハシ マイ 千葉県高体連７地区顧問
26801773 山﨑 正美 ヤマザキ マサミ 千葉県高体連７地区顧問
26801759 祐 貴之 ユウ タカユキ 千葉県高体連７地区顧問
19670409 高橋 和也 タカハシ カズヤ 千葉県高体連９・１０地区顧問
25608632 三澤 結 ミサワ ユイ 千葉県高体連９・１０地区顧問
26801742 横山 未来 ヨコヤマ ミキ 千葉県高体連９・１０地区顧問
19670331 浅山 豊 アサヤマ ユタカ 千葉県高体連第６・８地区顧問
27556177 石塚 健太 イシヅカ ケンタ 千葉県高体連第６・８地区顧問
17753913 伊藤 愛 イトウ アイ 千葉県高体連第６・８地区顧問
25419290 押尾 周平 オシオ シュウヘイ 千葉県高体連第６・８地区顧問
12747442 緑川 洋 ミドリカワ ヒロシ 千葉県高体連第６・８地区顧問
26636931 森 翔一 モリ ショウイチ 千葉県高体連第６・８地区顧問
11522942 横枕 正晃 ヨコマクラ マサアキ 千葉県高体連第６・８地区顧問
12841755 石橋 崇 イシバシ タカシ 千葉市立高洲第一中学校
18994575 長島 琴子 ナガシマ コトコ 千葉市立小中台中学校
26465623 岩崎 雄太 イワサキ ユウタ 千葉大学教育学部附属中学校 2015/11/8
10786222 君塚 俊彦 キミヅカ トシヒコ 船橋ジュニアソフトテニスクラブ
14210648 渡邊 涼二 ワタナベ リョウジ 船橋市立海神中学校 2015/11/8
26483610 秋山 由美子 アキヤマ ユミコ 船橋市立八木が谷中学校
24049894 渡辺 光洋 ワタナベ ミツヒロ 船橋市立飯山満中学校 2015/11/8
17032490 田杭 美幸 タグイ ミユキ 多古町立多古中学校
14332494 石井 久美子 イシイ クミコ 大網白里町立大網中学校
12750771 大谷 昭裕 オオタニ アキヒロ 大網白里町立白里中学校
24056410 三浦 佳之 ミウラ ヨシユキ 東金市立西中学校
24013642 浦邉 守 ウラベ マモル 南房総市立丸山中学校
12765630 佐粧 和也 サショウ カズヤ 南房総市立千倉中学校
27787748 飯沼 歩 イイヌマ アユミ 南房総市立白浜中学校
12785279 安岡 洋平 ヤスオカ ヨウヘイ 柏市立大津ヶ丘中学校



14141744 田口 祥子 タグチ ショウコ 柏市立柏第二中学校
26836263 宇佐美 奈々恵 ウサミ ナナエ 柏市立豊四季中学校 2015/11/8
27077313 田中 翔悟 タナカ ショウゴ 八千代市立大和田中学校
25158199 武藤 諒 ムトウ リョウ 八千代市立八千代中学校
26583402 山口 孝章 ヤマグチ コウショウ 富浦町立富浦中学校
26585055 田中 靖人 タナカ ヤスヒト 睦沢町立睦沢中学校
27022573 池田 進 イケダ ススム 茂原市立南中学校
14332302 河野 勉 コウノ ツトム 茂原市立南中学校
17049566 永谷 聡 ナガタニ サトシ 木更津市立木更津第二中学校
20120276 川井 清明 カワイ キヨアキ 野田市立岩名中学校
12700813 草間 一樹 クサマ カズキ 野田市立岩名中学校
21639616 石田 順一郎 イシダ ジュンイチロウ野田市立第一中学校
27811948 小島 尚子 コジマ ナオコ 野田市立第一中学校
24439190 高山 慎太郎 タカヤマ シンタロウ 野田市立第二中学校
27799604 髙島 奈緒子 タカシマ ナオコ 野田市立東部中学校
27798072 小泉 夕子 コイズミ ユウコ 野田市立南部中学校
27798065 西川 裕貴 ニシカワ ユウキ 野田市立南部中学校
27809266 杉本 梓葉 スギモト アズハ 野田市立北部中学校
27801925 野口 梨紗子 ノグチ リサコ 流山市立常盤松中学校
25565614 川邊 ありさ カワベ アリサ 流山市立東深井中学校
27811665 佐藤 慧太 サトウ ケイタ 流山市立東深井中学校
27775943 林 友希 ハヤシ ユキ 流山市立東深井中学校
23866751 石田 達大 イシダ タツヒロ 流山市立南部中学校
25569476 新井 紀美 アライ キミ 流山市立八木中学校


