
　　公認審判員有効期限が今年度末の更新者一覧

　　・審判員有効期限が今年度末（2020年3月31日）の会員について、更新手続きが
　　完了しましたのでお知らせします。
　　・下記一覧には、主に2020年1月以降の審判講習会の受講者を対象として掲載
　　しています。それ以前に更新手続きが済んでいる方は掲載されていませんので
　　ご了承ください。
　　　※下記一覧の掲載対象でない方の更新手続きの状況は、各団体の管理者に
　　　　ご確認ください。

　
会員番号 姓 名 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 名ﾌﾘｶﾞﾅ 団体名
19440163 清水 健人 シミズ ケント PG
11485391 上野 新市 ウエノ シンイチ おはよう
12795565 小野 真輝 オノ マサキ オミーズ
12795566 石塚 昭彦 イシヅカ アキヒコ オ三ーズ
11484929 羽根井 貞子 ハネイ サダコ こてはし台
32172096 松戸 有太郎 マツド ユウタロウ こてはし台
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
12681564 小野 健太郎 オノ ケンタロウ 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
11487555 愛原 美和子 アイハラ ミワコ ときわ平
11528975 石井 敏子 イシイ トシコ ときわ平
16501249 石田 義人 イシダ ヨシヒト ときわ平
27976715 上田 亜弥 ウエダ アヤ ときわ平
11532449 上野 洋子 ウエノ ヨウコ ときわ平
11504009 太田 亨子 オオタ リヨウコ ときわ平
13480851 小林 隼也 コバヤシ ジュンヤ ときわ平
11519812 新海 幸子 シンカイ サチコ ときわ平
27872055 鈴木 良平 スズキ リョウヘイ ときわ平
11522461 武村 和子 タケムラ カズコ ときわ平
27942109 内藤 陽 ナイトウ アキラ ときわ平
13290306 鈴木 敏行 スズキ トシユキ ふれあい
13476380 大川戸 岳 オオカワト ガク ふれあい
11746003 本間 幸春 ホンマ ユキハル ふれあい
28036135 星名 凜仁 ホシナ リント ルーセント
12668055 深井 千夏 フカイ チナツ 浦安会
12668073 肥後 耀 ヒゴ ヒカリ 浦安会
10779330 松元 恭啓 マツモト ヤスヒロ 浦安会
11485049 青木 昌彦 アオキ マサヒコ 栄
16253537 佐藤 幸子 サトウ サチコ 花見川
18423235 杉森 眞二 スギモリ シンジ 花見川
19603049 藤崎 里枝子 フジサキ エリコ 我孫子ママさん
11507574 石井 浩美 イシイ ヒロミ 君津ソフトテニス協会
11498643 桑野 洋城 クワノ ヒロキ 幸町
11494683 高地 信行 コウチ ノブユキ 黒潮
11500124 関 浩二 セキ コウジ 黒潮
12749242 本多 なつき ホンダ ナツキ 佐倉
11526483 三橋 道夫 ミツハシ ミチオ 佐倉
19610399 相川 百合子 アイカワ ユリコ 市原エイティ
11496892 菊地 紀子 キクチ ノリコ 市原エイティ
27860175 髙山 麻里 タカヤマ マリ 市原ドリーム
11519041 荒井 千草 アライ チグサ 市原ファミリー
11486787 井原 文子 イハラ フミコ 市原ファミリー
11495048 田中 孝子 タナカ タカコ 市原ファミリー
11521136 長尾 幸子 ナガオ サチコ 市原ファミリー
11506393 永田 悦栄 ナガタ エツエ 市原ファミリー
19610436 柴崎 亜希子 シバサキ アキコ 市原ファミリー
11491095 岡 米子 オカ ヨネコ 市原ファミリー
11510314 松永 真弓 マツナガ マユミ 市原ファミリークラブ



12733421 岡崎 竜 オカザキ トオル 市川
12747700 山田 和弘 ヤマダ カズヒロ 市川
13473464 大橋 あゆ美 オオハシ アユミ 市川
11522751 飯干 留美子 イイボシ ルミコ 市川
11497646 大久保 学 オオクボ マナブ 手賀沼
11491439 奈良 さゆり ナラ サユリ 習志野
10788172 早津 小百合 ハヤツ サユリ 習志野
11525752 浅井 徹 アサイ トオル 習志野
14189340 春日 真智子 カスガ マチコ 小金原
27844304 黒崎 靖子 クロサキ ヤスコ 小金原
24111737 小張 美咲 コバリ ミサキ 小金原
11750000 佐久間 真知子 サクマ マチコ 小金原
11528760 財津 洋子 ザイツ ヨウコ 小金原
11531753 重田 千恵子 シゲタ チエコ 小金原
11531401 品川 香代子 シナガワ カヨコ 小金原
11750260 清水 利子 シミズ トシコ 小金原
11750024 田中 則子 タナカ ノリコ 小金原
11749905 寺嶋 明美 テラシマ アケミ 小金原
11531104 永田 真由美 ナガタ マユミ 小金原
19440231 奈良 拓実 ナラ タクミ 小金原
11531470 星野 真弓 ホシノ マユミ 小金原
26260587 牧野 律子 マキノ リツコ 小金原
11531005 三根 恵美子 ミネ エミコ 小金原
11749943 箕輪 信子 ミノワ ノブコ 小金原
11749981 山口 かおる ヤマグチ カオル 小金原
11531388 山下 洋子 ヤマシタ ヨウコ 小金原
11749967 湯浅 早苗 ユアサ サナエ 小金原
11749974 吉川 美智子 ヨシカワ ミチコ 小金原
12648713 角南 直幸 スナミ ナオユキ 小金原
11502630 秦野 利子 ハタノ トシコ 沼南風早
11495796 白樫 信 シラカシ ノブ 沼南風早
28638384 多田 伊 タダ オサム 上総スマイリーズ
19334608 大竹 裕貴 オオタケ ユウキ 成田クラブ
11495284 行方 富士雄 ナメカタ フジオ 千葉市民クラブ
18492354 田中 裕之 タナカ ヒロユキ 船橋
11514909 見矢 正康 ミヤ マサヤス 船橋
17152068 小野 隼 オノ シュン 船橋
11525882 本谷 倫則 ホンタニ トモノリ 船橋
18554427 井出 涼太 イデ リョウタ 船橋
23661332 竹田 久留実 タケダ クルミ 船橋
18554540 戸倉 隼平 トクラ シュンペイ 船橋
12782866 本間 修二 ホンマ シュウジ 道楽クラブ
26370507 伊藤 慎治 イトウ シンジ 道楽クラブ
11505143 篠崎 慎一 シノザキ シンイチ 道楽クラブ
19440255 渡邉 幹也 ワタナベ ミキヤ 日本製鐵君津
11528005 一木 佳子 イチキ ヨシコ 柏
16596061 永倉 昭 ナガクラ アキラ 柏
11514688 石原 房子 イシハラ フサコ 柏市レデイース連盟
11520351 小川 照美 オガワ テルミ 柏千代田
25072006 寺岡 明美 テラオカ アケミ 柏千代田
11518488 清水 真澄 シミズ マスミ 柏千代田
25011432 城戸 敏彰 キド トシアキ 柏葉
12701867 石津 栄 イシズ サカエ 八街
11502487 古賀 貴 コガ タカシ 碧空
11714958 鈴木 実 スズキ ミノル 碧空
11496151 大井 恵子 オオイ ケイコ 北柏LTC
11497912 大澤 俊夫 オオサワ トシオ 北柏LTC
27849521 荒木 崇秀 アラキ たかひで 北柏LTC
23900516 粕井 勇人 カスイ ユウト 北優会



11747451 清水 智哉 シミズ トモヤ 北優会
11491422 菅井 洋子 スガイ ヨウコ 明日香
11524977 岡沢 可人 オカザワ ヨシヒト 茂原
13369323 太田 裕記 オオタ ヒロキ 木友クラブ
10794425 小澤 隆啓 オザワ タカヒロ 木友クラブ
24583176 菊地 美咲 キクチ ミサキ 木友クラブ
27838884 高木 舞 タカギ マイ 木友クラブ
23730922 田中 百合 タナカ ユリ 木友クラブ
11487791 秋元 尚浩 アキモト ナオヒサ 野田
16415041 林 佳太朗 ハヤシ ケイタロウ 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
11708841 佐用 麻岐 サヨウ マキ 野田レディース
28930068 黒崎 寛 クロサキ ヒロシ 流山
23664982 黒崎 健太郎 クロサキ ケンタロウ 流山


