
　　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（2021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（2020年7月時点）。

　・団体名は、その会員が現在登録されているかまたは最後に登録された団体です。

　　（団体名に（無所属）の記載がある方は、今年度、会員登録されていない方です）

　・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、その旨を下記お問い合わせ先まで、電話またはメールにて伝えていただくか、

　　または、大会等において審判委員会の者まで伝えていただくようお願いします。

　　（更新料２，０００円の受け渡し方法については、個別にお知らせします。）

　・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　　　瀬古沢　栄 携帯：090-9147-8147

E-mail：seko_1969@mild.ocn.ne.jp

　　審判副委員長　 古川　忠志 携帯：090-2561-4753

E-mail：tadashi_furukawa@dolphin.ocn.ne.jp

　　事務局　　　　　　秦野　伸一 携帯：080-3427-3069

E-mail：hatano@bridge.ocn.ne.jp

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
11516651 米谷 博 コメタニ ヒロシ 銚子クラブ
11483793 秋葉 正 アキバ タダシ 佐原ソフトテニスクラブ
11486169 石田 誠 イシダ マコト 佐原ソフトテニスクラブ 2017/2/4
11488392 大竹 敏雄 オオタケ トシオ 佐原ソフトテニスクラブ
11488422 川村 清 カワムラ キヨシ 佐原ソフトテニスクラブ
11504542 白鳥 明雄 シラトリ アキオ 佐原ソフトテニスクラブ
28424574 菅井 俊彦 スガイ トシヒコ 佐原ソフトテニスクラブ
11499930 永田 仁 ナガタ マサシ 佐原ソフトテニスクラブ
11513094 松崎 裕明 マツザキ ヒロアキ 佐原ソフトテニスクラブ
29476961 齊藤 昌和 サイトウ マサカズ 中台テニスクラブ
29336760 染谷 直美 ソメヤ ナオミ 成田クラブ （無所属） 2015/12/12
14811630 浅井 重光 アサイ シゲミツ 成田クラブ 2018/2/9
14767760 河西 勇弥 カサイ ユウヤ 成田クラブ
13595074 菊地 勇斗 キクチ ユウト 成田クラブ
14844904 佐々木 翔平 ササキ ショウヘイ 成田クラブ
15994103 田中 秀明 タナカ ヒデアキ 成田クラブ
29311903 手島 達也 テジマ タツヤ 成田クラブ
29336746 中野 久江 ナカノ ヒサエ 成田クラブ 2015/12/12
29336753 増田 昌里 マスダ マサリ 成田クラブ 2018/7/1
25233698 村松 莉玖 ムラマツ リク 成田クラブ
14158599 五十嵐 健一 イガラシ ケンイチ 東葛飾クラブ （無所属）
11491507 石橋 祐美子 イシバシ ユミコ 佐倉クラブ （無所属）
11517054 大西 正宏 オオニシ マサヒロ 佐倉クラブ （無所属）
18894608 久徳 淳一 キュウトク ジュンイチ 佐倉クラブ （無所属） 2015/12/12
18750362 永澤 憲之 ナガサワ ノリユキ 佐倉クラブ （無所属）
18353587 堀木 みゆき ホリキ ミユキ 佐倉クラブ （無所属）
12703453 山本 祐子 ヤマモト ユウコ 佐倉クラブ （無所属） 2015/12/12
12628743 浅山 幸 アサヤマ ユキ 佐倉クラブ 2018/7/1
16119581 稲生 昌也 イナオ マサヤ 佐倉クラブ 2015/12/12



14946127 稲生 友梨子 イナオ ユリコ 佐倉クラブ
11506669 小俣 和雄 オマタ カズオ 佐倉クラブ
11512578 北原 真理子 キタハラ マリコ 佐倉クラブ 2018/7/1
11485001 藤本 美澄 フジモト ミスミ 佐倉クラブ
11527763 本多 章子 ホンダ アキコ 佐倉クラブ
16628854 山崎 建治 ヤマザキ ケンジ 佐倉クラブ
22487865 石川 竣大 イシカワ シュンタ 栄クラブ
11487272 猪瀬 泰志 イノセ ヤスシ 栄クラブ
21213199 國藤 美奈子 クニトウ ミナコ 酒々井ソフトテニスクラブ （無所属）
14362293 古井 正文 フルイ マサフミ 酒々井ソフトテニスクラブ （無所属）
12703170 大澤 篤夫 オオサワ アツオ 酒々井ソフトテニスクラブ 2018/7/1
29353576 鈴木 晴美 スズキ ハルミ 酒々井ソフトテニスクラブ 2015/12/12
18020915 谷 吉寛 タニ ヨシヒロ 酒々井ソフトテニスクラブ
11525745 奥田 収 オクダ オサム 四街道ソフトテニスクラブ
11526018 奥田 幸子 オクダ サチコ 四街道ソフトテニスクラブ
11516248 小貫 史朗 オヌキ シロウ 四街道ソフトテニスクラブ
11520719 柳沼 清 ヤギヌマ キヨシ 四街道ソフトテニスクラブ
27853191 小川 喜敬 オガワ ヨシノリ 八街ジュニアソフトテニスクラブ （無所属）
29257768 瀬田石 光子 セタイシ ミツコ 八街ジュニアソフトテニスクラブ
17055628 瀬田石 幸男 セタイシ ユキオ 八街ジュニアソフトテニスクラブ
29341511 小高 信一 オダカ シンイチ 八街ソフトテニスクラブ
27155042 小田桐 和世 オダギリ カズヨ 八街ソフトテニスクラブ
29341504 木村 恵美子 キムラ エミコ 八街ソフトテニスクラブ 2018/7/1
20358099 奈良 章 ナラ アキラ 八街ソフトテニスクラブ
29341528 本間 貴子 ホンマ タカコ 八街ソフトテニスクラブ 2018/7/1
26429908 深澤 正子 フカサワ マサコ 大山口ソフトテニスクラブ （無所属）
11487289 猪野 司郎 イノ シロウ 大山口ソフトテニスクラブ
29914456 阪東 修 バンドウ オサム 大山口ソフトテニスクラブ
23533554 藤木 広昭 フジキ ヒロアキ 大山口ソフトテニスクラブ
13468002 森本 弘祐 モリモト ヒロユ 湖北台ソフトテニスクラブ 2016/11/26
13468057 米持 禮子 ヨネモチ レイコ 湖北台ソフトテニスクラブ
11489795 市村 春美 イチムラ ハルミ 我孫子ママさんクラブ （無所属）
11499350 大久保 幸子 オオクボ サチコ 我孫子ママさんクラブ （無所属）
11504108 片岡 あけみ カタオカ アケミ 我孫子ママさんクラブ （無所属）
11511854 坂本 久恵 サカモト ヒサエ 我孫子ママさんクラブ （無所属）
11485452 秋山 斜子 アキヤマ ナナコ 我孫子ママさんクラブ 2016/11/26
16033412 加藤 孝子 カトウ タカコ 我孫子ママさんクラブ 2016/11/26
30028210 石井 直樹 イシイ ナオキ 手賀沼クラブ （無所属）
25563696 笠原 嵩斗 カサハラ シュウト 手賀沼クラブ （無所属）
29359424 相崎 範彦 アイザキ ノリヒコ 手賀沼クラブ
29291823 泉屋 佑樹 イズミヤ ユウキ 手賀沼クラブ
29291830 長 清貴 オサ キヨタカ 手賀沼クラブ
27842140 梶浦 祐一 カジウラ ユウイチ 手賀沼クラブ
11510789 佐藤 敏郎 サトウ トシオ 手賀沼クラブ
11522164 椎名 康雄 シイナ ヤスオ 手賀沼クラブ 2016/11/26
11518716 平田 勇 ヒラタ イサム 手賀沼クラブ
29366811 増田 幸喜 マスダ コウキ 手賀沼クラブ
10759486 増田 要一郎 マスダ ヨウイチロウ 手賀沼クラブ
25501346 日戸 実里 ニット ミノリ 湾岸クラブ （無所属）
25544930 木村 太一 キムラ タイチ 湾岸クラブ （無所属） 2020/2/8
25168693 佐藤 芽衣 サトウ メイ 湾岸クラブ （無所属）
25423563 辻 成美 ツジ ナルミ 湾岸クラブ （無所属）
25490107 矢内 優希奈 ヤナイ ユキナ 湾岸クラブ （無所属）
12747366 加藤 茜 カトウ アカネ 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ （無所属）
21741142 小山 美枝子 コヤマ ミエコ 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ （無所属）
19057910 前田 洋二郎 マエダ ヨウジロウ 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ （無所属）
16271425 柳沢 健次 ヤナギサワ ケンジ 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ （無所属）
11489856 岡田 恵子 オカダ ケイコ 野田レディース （無所属）
11516453 加田 真理子 カダ マリコ 野田レディース （無所属）



11515630 鈴木 栄子 スズキ エイコ 野田レディース （無所属）
11493891 稲葉 静江 イナバ シズエ 野田ヤルキーズ （無所属）
11505570 鈴木 とし子 スズキ トシコ 野田ヤルキーズ （無所属）
11497677 加藤 敦子 カトウ アツコ 野田ヤルキーズ
11508328 鈴木 仁子 スズキ ヒロコ 野田ヤルキーズ
11488200 金子 由美子 カネコ ユミコ 野田東部テニス同好会
11513803 諏訪田 早苗 スワダ サナエ 野田東部テニス同好会
11512868 日高 国男 ヒダカ クニオ 野田東部テニス同好会
27826898 小鳥居 敏雄 コトリイ トシオ 野田クラブ （無所属）
11747260 芝﨑 来美 シバサキ クルミ 野田クラブ （無所属）
11527329 河合 正裕 カワイ マサヒロ 野田クラブ
11517320 平田 義男 ヒラタ ヨシオ 野田クラブ
14618949 衣笠 淳 キヌガサ ジュン 流山クラブ 2016/2/7
12636289 紺野 忠男 コンノ タダオ 流山クラブ
11504214 谷川 淑子 タニカワ トシコ 流山クラブ
29312016 豊田 和樹 トヨダ カズキ 流山クラブ
25648782 豊田 要 トヨダ カナメ 流山クラブ
12636288 松沼 良次 マツヌマ リョウジ 流山クラブ
25352931 小林 正弥 コバヤシ マサヤ 流山クラブ
25565300 正部家 芽衣 ショウブケ メイ 流山クラブ
11485575 磯部 志恵子 イソベ シエコ 流山ＥＭＴ
12069583 高山 みよ子 タカヤマ ミヨコ 流山ＥＭＴ
11491996 田中 礼子 タナカ レイコ 流山ＥＭＴ
29282142 常世田 篤子 トコヨダ アツコ 流山ママクラブ （無所属）
11049234 吉田 晃 ヨシダ アキラ 流山ママクラブ （無所属）
29282104 加藤 一恵 カトウ カズエ 流山ママクラブ
11513841 新保 康子 シンポ ヤスコ 流山ママクラブ 2016/12/17
28160342 春貴 玲子 ハルキ レイコ 流山ママクラブ
11519409 藤井 雅江 フジイ マサエ 流山ママクラブ
29282081 前田 みずき マエダ ミズキ 流山ママクラブ
11521808 山崎 安希子 ヤマザキ アキコ 流山ママクラブ
11497578 小池 みなみ コイケ ミナミ 柏市レデイースソフトテニス連盟
11489924 篠原 清子 シノハラ キヨコ 柏市レデイースソフトテニス連盟
12659495 濱村 まり子 ハマムラ マリコ 柏市レデイースソフトテニス連盟
11526353 藤原 晴子 フジワラ ハルコ 柏市レディースソフトテニス連盟（無所属）
29296552 島田 美和 シマダ ミワ 柏千代田クラブ （無所属）
11493785 猪俣 ユリ子 イノマタ ユリコ 柏千代田クラブ
11504078 木田 ミチ子 キダ ミチコ 柏千代田クラブ
18193466 小池 喜美子 コイケ キミコ 柏千代田クラブ
11508236 迫田 久子 サコタ ヒサコ 柏千代田クラブ
11509493 清水 美智子 シミズ ミチコ 柏千代田クラブ
11512783 高橋 三重子 タカハシ ミエコ 柏千代田クラブ
29296545 渡辺 節子 ワタナベ セツコ 柏千代田クラブ
11487821 小川 清 オガワ キヨシ 柏クラブ
11512790 佐藤 登志子 サトウ トシコ 柏クラブ 2016/2/7
11711520 鈴木 朋子 スズキ トモコ 柏クラブ
11522126 吉田 えり子 ヨシダ エリコ 柏クラブ
19570914 加藤 円 カトウ マドカ 北柏ライフタウンテニスクラブ （無所属）
14305559 琴川 成章 コトカワ ナリアキ 北柏ライフタウンテニスクラブ （無所属）
11501312 小布施 さつき オブセ サツキ 北柏ライフタウンテニスクラブ
15977656 久保田 勝 クボタ マサル 北柏ライフタウンテニスクラブ
13468712 宇賀 大地 ウガ ダイチ 柏市役所 2016/2/7
11494218 成田 恒昭 ナリタ ツネアキ エニワンクラブ
18281057 草野 功樹 クサノ コウキ ルーセント （無所属）
11490449 姫野 禎典 ヒメノ ヨシノリ ルーセント （無所属）
25948578 石井 海斗 イシイ カイト ルーセント
26106748 勝山 夕生 カツヤマ ユウセイ ルーセント
24564120 坂村 純 サカムラ ジュン ルーセント
12741718 佐藤 慶二朗 サトウ ケイジロウ ルーセント



11488330 品川 均 シナガワ ヒトシ ルーセント
12728359 鈴木 摩璃亜 スズキ マリア ルーセント
24950367 和田 麻未 ワダ アサミ ルーセント
25293579 大関 和真 オオゼキ カズマ 柏優会 （無所属）
11486114 染谷 進 ソメヤ ススム 柏優会
26403434 水野 輝夫 ミズノ テルオ 沼南風早クラブ （無所属）
11498117 武藤 直樹 ムトウ ナオキ 北優会 （無所属）
25138092 朝倉 忍 アサクラ シノブ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11749851 笠川 由美 カサガワ ユミ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11525486 紀 直邦 キノ ナオクニ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
29287529 佐藤 健一 サトウ ケンイチ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
24016384 品川 真理子 シナガワ マリコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
29882267 瀧田 大介 タキタ ダイスケ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
29287475 野竹 和代 ノタケ カズヨ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11531272 星 梨絵 ホシ リエ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
24898294 三浦 栞奈 ミウラ カンナ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11750093 有働 芳江 ウドウ ヨシエ 小金原ソフトテニスクラブ
11527671 近藤 俊道 コンドウ トシミチ 小金原ソフトテニスクラブ
11531395 斎藤 由美 サイトウ ユミ 小金原ソフトテニスクラブ
11531838 清水 陽子 シミズ ヨウコ 小金原ソフトテニスクラブ
18245172 杉本 宰規 スギモト タダノリ 小金原ソフトテニスクラブ
11750123 染谷 美樹 ソメヤ ミキ 小金原ソフトテニスクラブ
11529712 田中 卓 タナカ タカシ 小金原ソフトテニスクラブ
21244544 塚崎 颯斗 ツカザキ ハヤト 小金原ソフトテニスクラブ
11531685 松村 季子 マツムラ トキコ 小金原ソフトテニスクラブ
11531845 矢野 泰彦 ヤノ ヤスヒコ 小金原ソフトテニスクラブ
11531098 山本 武 ヤマモト タケシ 小金原ソフトテニスクラブ
25465341 吉野 琴音 ヨシノ コトネ 小金原ソフトテニスクラブ
14365942 住司 英雄 スミシ ヒデオ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
14961427 比嘉 翔太 ヒガ ショウタ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
13474126 水上 勝間 ミズカミ カツマ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
11529392 相本 迪代 アイモト ミチヨ ときわ平ソフトテニスクラブ
26568461 久保田 和平 クボタ カズヒラ ときわ平ソフトテニスクラブ
13480875 吉田 仁夫 ヨシダ キミオ ときわ平ソフトテニスクラブ
29344741 澤藤 美直 サワフジ ヨシナオ おはようテニスクラブ （無所属）
18942453 伊藤 直隆 イトウ ナオタカ KCST
21030383 川崎 靖久 カワサキ ヤスヒサ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
29763047 齋藤 雄大 サイトウ ユウタ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
15144874 三宮 麻菜 サングウ マナ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
12698494 白石 容紹 シライシ ヒロツグ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
15144973 陶山 広樹 スヤマ ヒロキ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
30616592 玉川 美由希 タマガワ ミユキ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
11509356 藤枝 秀子 フジエダ ヒデコ 市川ソフトテニスクラブ （無所属） 2015/6/14
15144850 吉村 寛子 ヨシムラ ヒロコ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
11487364 石川 雅子 イシカワ マサコ 市川ソフトテニスクラブ 2018/6/10
15035370 一條 美沙 イチジョウ ミサ 市川ソフトテニスクラブ
11489474 伊藤 友子 イトウ トモコ 市川ソフトテニスクラブ 2018/6/10
11519768 江澤 恭子 エザワ キヨウコ 市川ソフトテニスクラブ 2018/6/10
11495512 木谷 昭子 キタニ アキコ 市川ソフトテニスクラブ 2018/6/10
11500803 熊岡 敏夫 クマオカ トシオ 市川ソフトテニスクラブ 2018/6/10
18058093 黒澤 美也子 クロサワ ミヤコ 市川ソフトテニスクラブ 2018/6/10
21056604 小松 美恵 コマツ ヨシエ 市川ソフトテニスクラブ 2018/6/10
20877248 須々田 拓真 ススダ タクマ 市川ソフトテニスクラブ 2016/8/28
16001152 高田 和亮 タカダ カズアキ 市川ソフトテニスクラブ 2015/6/14
24893541 原田 達也 ハラダ タツヤ 市川ソフトテニスクラブ
17155861 日高 悠輔 ヒダカ ユウスケ 市川ソフトテニスクラブ 2019/2/24
11514565 村越 知子 ムラコシ トモコ 市川ソフトテニスクラブ 2018/6/10
25250763 山谷 晟也 ヤマタニ セイヤ 市川ソフトテニスクラブ
11763994 村山 生子 ムラヤマ イクコ 市川市民クラブ （無所属）



30490994 梅田 俊明 ウメダ トシアキ 市川ダックリングクラブ （無所属）
30425903 鶴岡 正志 ツルオカ マサシ 市川ダックリングクラブ （無所属）
11520269 浜口 幸一 ハマグチ コウイチ 市川ダックリングクラブ （無所属）
24950350 間野 春香 マノ ハルカ 市川ダックリングクラブ （無所属）
11763659 加納 俊浩 カノウ トシヒロ 市川ダックリングテニスクラブ
11527251 高取 浩一郎 タカトリ コウイチロウ市川ダックリングテニスクラブ
11526896 西山 曜子 ニシヤマ ヨウコ 市川ダックリングテニスクラブ
11489528 石野田 鯉姫子 イシノダ リキコ あづまテニスクラブ 2015/6/14
11505334 下村 栄子 シモムラ エイコ あづまテニスクラブ 2015/6/14
15144904 江澤 敬信 エザワ タカノブ 市川市役所ソフトテニス部
15144911 十津川 将義 トツカワ マサヨシ 市川市役所ソフトテニス部
11493648 船戸 弘 フナト ヒロシ 碧空クラブ （無所属）
11495611 船戸 美佐子 フナト ミサコ 碧空クラブ （無所属）
11487456 青木 善四郎 アオキ ゼンシロウ 浦安会
11491668 天笠 英男 アマガサ ヒデオ 浦安会
27938386 植草 美紀江 ウエクサ ミキエ 浦安会
18682953 宇田川 加代子 ウダガワ カヨコ 浦安会 2016/11/13
11511731 岡田 輝男 オカダ テルオ 浦安会 2016/11/13
11493624 古賀 さゆり コガ サユリ 浦安会
15155535 佐藤 拳人 サトウ ケント 浦安会
11485223 清水 照子 シミズ テルコ 浦安会
11522775 谷尾 洋子 タニオ ヨウコ 浦安会
27773727 中内 明男 ナカウチ アキオ 浦安会
14496011 宮澤 剛実 ミヤザワ タケミ 浦安会 2016/11/13
11515487 山口 茂子 ヤマグチ シゲコ 浦安会
11516316 吉田 たえ子 ヨシダ タエコ 浦安会
11517146 吉野 鏡子 ヨシノ キヨウコ 浦安会
18682410 吉野 五月 ヨシノ サツキ 浦安会
11520511 小泉 真彦 コイズミ マサヒコ 船橋高根台クラブ （無所属）
12782883 関 重元 セキ シゲモト 船橋高根台クラブ （無所属）
11485957 今城 昭子 イマキ シヨウコ 船橋高根台クラブ 2017/4/23
26440101 川村 明美 カワムラ アケミ 船橋高根台クラブ 2018/4/23
11489368 城之尾 和子 ジヨウノオ カズコ 船橋高根台クラブ
11507215 高橋 正浩 タカハシ マサヒロ 船橋高根台クラブ
11497998 伏見 邦博 フシミ クニヒロ 船橋高根台クラブ
11515791 本宮 孝子 モトミヤ タカコ 船橋高根台クラブ
11499831 山崎 優二 ヤマザキ ユウジ 船橋高根台クラブ
11512554 吉野 富子 ヨシノ トミコ 船橋高根台クラブ
30633513 植草 理直 ウエクサ マサナオ 船橋習志野台クラブ 2019/1/14
17116527 片伯部 信子 カタカベ ノブコ 船橋習志野台クラブ
27959176 中島 孝道 ナカシマ タカミチ 船橋習志野台クラブ
30633506 外園 辰郎 ホカゾノ タツロウ 船橋習志野台クラブ
12668484 熊澤 亮俊 クマザワ アキトシ 船橋緑会クラブ （無所属）
16430310 永田 哲也 ナガタ テツヤ 船橋緑会クラブ （無所属）
25457957 森 健亮 モリ ケンスケ 船橋緑会クラブ
20800260 島崎 有基 シマザキ ユウキ 船橋クラブ （無所属）
14937606 吉田 優 ヨシダ ユウ 船橋クラブ （無所属） 2020/2/8
25449594 浮田 七海 ウキタ ナナミ 船橋クラブ
14032202 及川 晋一 オイカワ シンイチ 船橋クラブ
14757754 笠井 寛貴 カサイ ヒロキ 船橋クラブ
11513025 小関 年和 コセキ トシカズ 船橋クラブ
11514893 小林 雅孝 コバヤシ マサタカ 船橋クラブ 2017/1/8
12782897 清水 俊晴 シミズ トシハル 船橋クラブ
15180438 菅谷 浩希 スガヤ ヒロキ 船橋クラブ
16237902 瀬古沢 葉月 セコザワ ハヅキ 船橋クラブ
25485325 玉井 玲香 タマイ レイカ 船橋クラブ
14027215 永野 晶暉 ナガノ マサキ 船橋クラブ
14722950 深澤 俊祐 フカサワ シュンスケ 船橋クラブ
14574276 福田 駿 フクダ シュン 船橋クラブ



25428209 竹口 直哉 タケグチ ナオヤ ＳＨＥＥＰＳ
29617074 千葉 諒磨 チバ リョウマ ＳＨＥＥＰＳ
11518556 福吉 佳枝 フクヨシ ヨシエ 習志野ソフトテニスクラブ （無所属）
11491576 鵜飼 則子 ウカイ ノリコ 習志野ソフトテニスクラブ
11497349 片平 トク子 カタヒラ トクコ 習志野ソフトテニスクラブ
11502388 小西 享子 コニシ タカコ 習志野ソフトテニスクラブ
11506713 佐藤 良子 サトウ リヨウコ 習志野ソフトテニスクラブ
20876197 塚本 聖子 ツカモト セイコ 習志野ソフトテニスクラブ
12693159 阿部 誠 アベ マコト 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． 2016/1/30
18481563 滝口 麻里子 タキグチ マリコ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． 2019/4/21
11489443 永井 三重子 ナガイ ミエコ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． 2019/4/21
10762837 山口 泰弘 ヤマグチ ヤスヒロ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． 2019/4/21
21118531 儘田 陽向 ママダ ヒナタ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
18481587 長澤 典之 ナガサワ ノリユキ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． （無所属）
19334691 長澤 ひかり ナガサワ ヒカリ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． （無所属）
20259754 小松 将一 コマツ ショウイチ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． （無所属）
16125735 松澤 夏姫 マツザワ ナツキ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． （無所属）
11509332 鈴木 和子 スズキ カズコ 勝田台クラブ （無所属） 2019/4/21
11513605 関口 敏子 セキグチ トシコ 勝田台クラブ （無所属）
30722798 今井 清隆 イマイ キヨタカ 勝田台クラブ 2018/2/18
11493518 大島 芳子 オオシマ ヨシコ 勝田台クラブ
29376254 谷添 直美 タニゾエ ナオミ ふたばクラブ （無所属）
29376247 平野 良子 ヒラノ リョウコ ふたばクラブ （無所属）
29376223 森下 里美 モリシタ サトミ ふたばクラブ
11057567 白根 雄太 シラネ ユウタ 道楽クラブ
11502210 山下 貴史 ヤマシタ タカフミ 道楽クラブ
11487067 大平 敏憲 オオヒラ トシノリ 千葉市役所
11507666 兼巻 重義 カネマキ シゲヨシ 千葉市役所
12772169 野口 愛香 ノグチ アイカ 千葉市役所
11495253 吉野 秀昭 ヨシノ ヒデアキ 千葉市役所
15409089 廣瀬 帆貴 ヒロセ ホダカ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
25647204 加藤 諒士 カトウ リョウジ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
13473051 菊地 めぐみ キクチ メグミ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
17824736 工藤 梨乃 クドウ リノ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
29306886 佐藤 恵梨菜 サトウ エリナ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
15160614 中山 瑞稀 ナカヤマ ミズキ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
25200263 佐久間 英大 サクマ ヒデヒロ ソフトテニス千葉クラブ
11495260 速水 正昭 ハヤミズ マサアキ ソフトテニス千葉クラブ
11487159 小川 百合子 オガワ ユリコ 明日香
11489313 桜井 みどり サクライ ミドリ 明日香
30013124 圓子 丈 マルコ タケル ＪＦＥ東日本 （無所属）
30013117 鈴木 啓二 スズキ ケイジ ＪＦＥ東日本
11498957 尾形 達紀 オガタ タツノリ PG
28391111 伊藤 正芳 イトウ マサヨシ ＪＲ東日本
11497158 松本 賢太郎 マツモト ケンタロウ 千葉県庁 2019/9/1
11489290 小坂 幸男 コサカ ユキオ こてはし台クラブ （無所属）
29359837 小林 豊 コバヤシ ユタカ こてはし台クラブ （無所属）
19787794 日野 雅明 ヒノ マサアキ こてはし台クラブ （無所属）
25408799 城福 和輝 ジョウフク カズキ こてはし台クラブ
25408843 須田 歩夢 スダ アユム こてはし台クラブ
29359844 須田 祥世 スダ サチヨ こてはし台クラブ
25408515 中野 拓海 ナカノ タクミ こてはし台クラブ
11511601 日野 頼子 ヒノ ヨリコ こてはし台クラブ
11516200 石田 迪子 イシダ ミチコ 花見川ソフトテニスクラブ
11484950 村越 さち子 ムラコシ サチコ 花見川ソフトテニスクラブ
11517764 堀井 妙子 ホリイ タエコ 天台クラブ （無所属）
11524090 石崎 昌子 イシザキ マサコ 天台クラブ
11497233 奥田 裕子 オクダ ユウコ 天台クラブ
11489344 伊藤 詔子 イトウ ノリコ 千城小倉クラブ



11497240 越川 孝子 コシカワ コウコ 千城小倉クラブ
11500681 坂本 博子 サカモト ヒロコ 千城小倉クラブ
11522027 袴田 安子 ハカマタ ヤスコ 千城小倉クラブ
11513520 春田 清子 ハルタ キヨコ 千城小倉クラブ
11491446 小池 幸子 コイケ サチコ 幸町クラブ （無所属）
11484936 今西 敏子 イマニシ トシコ 幸町クラブ
18488616 麻生 信幸 アソウ ノブユキ 蘇我ミクス 2019/9/1
12742341 小野寺 達徳 オノデラ タツノリ 蘇我ミクス
29279746 山本 晃 ヤマモト アキラ 蘇我ミクス
11507871 滝瀬 友和 タキセ トモカズ 市原ジュニア
21181078 下田 葉月 シモダ ハズキ 市原エイティクラブ （無所属）
25790535 原口 史奈 ハラグチ フミナ 市原エイティクラブ
11495192 川名 順子 カワナ ジユンコ 若宮クラブ
15989970 神処 美千代 ジンジョ ミチヨ 若宮クラブ
24956284 鈴木 敏子 スズキ トシコ 若宮クラブ
19605166 吉田 あけみ ヨシダ アケミ 若宮クラブ
18983401 伊賀 誠治 イガ セイジ 木友ソフトテニスクラブ （無所属）
18183047 石垣 侑祐 イシガキ ユウスケ 木友ソフトテニスクラブ （無所属）
24941853 小平 純輝 コダイラ ジュンキ 木友ソフトテニスクラブ （無所属）
27838891 馬場 恵巳 ババ サトミ 木友ソフトテニスクラブ （無所属）
19951287 堀部 晃治 ホリベ コウジ 木友ソフトテニスクラブ （無所属）
19810898 吉田 良一 ヨシダ リョウイチ 木友ソフトテニスクラブ （無所属）
18020045 和田 剛直 ワダ タカナオ 木友ソフトテニスクラブ （無所属）
19262260 阿部 真治 アベ シンジ 木友ソフトテニスクラブ
18834659 石井 拓哉 イシイ タクヤ 木友ソフトテニスクラブ
17806411 生方 青葉 ウブカタ アオバ 木友ソフトテニスクラブ
19262512 鈴木 椋一 スズキ リョウイチ 木友ソフトテニスクラブ
24966085 泉水 佳崇 センスイ ヨシタカ 木友ソフトテニスクラブ
14997556 成田 衿菜 ナリタ エリナ 木友ソフトテニスクラブ
11607274 清水 真優 シミズ マユ 市原ドリーム
29297108 宗石 里見 ムネイシ サトミ 市原ドリーム
29296613 葉田 光治 ハタ コウジ 八庭会 （無所属）
29296620 吉玉 和希 ヨシタマ カズキ 八庭会 （無所属）
27206898 立吉 優汰 タテヨシ ユウタ 八庭会 （無所属）
14367069 池田 遼 イケダ ハルカ ふれあいクラブ （無所属）
25445367 津田 武 ツダ タケル ふれあいクラブ （無所属）
12770718 前田 雄麻 マエダ ユウマ ふれあいクラブ （無所属）
19657011 石毛 秀明 イシゲ ヒデアキ ふれあいクラブ
11527343 市原 重幸 イチハラ シゲユキ ふれあいクラブ
16457805 伊藤 豪志 イトウ ゴウシ ふれあいクラブ
11527183 印東 恒夫 イントウ ツネオ ふれあいクラブ
16433649 大木 芳和 オオキ ヨシカズ ふれあいクラブ
29431656 加藤 憲史 カトウ ケンジ ふれあいクラブ
25794632 神保 勝義 ジンボ カツヨシ ふれあいクラブ
11526889 溝端 恵 ミゾバタ メグミ ふれあいクラブ
12625296 布留川 恵美 フルカワ エミ さんぶジュニア
29668144 三角 政江 ミスミ マサエ さんぶジュニア
26405827 木村 恭子 キムラ ヤスコ 茂原クラブ 2018/1/28
19287201 塩田 美里 シオダ ミサト 黒潮ソフトテニスクラブ （無所属）
11484073 青柳 幸子 アオヤギ サチコ 黒潮ソフトテニスクラブ 2018/1/28
11498407 斉藤 晃一郎 サイトウ コウイチロウ黒潮ソフトテニスクラブ
20993542 里見 文男 サトミ フミオ 黒潮ソフトテニスクラブ 2018/1/28
12726214 鈴木 増江 スズキ マスエ フレンズテニスクラブ （無所属）
11486480 朝生 正和 アソウ マサカズ ＳＴＯＣ （無所属）
15456595 石井 貴大 イシイ タカヒロ ＳＴＯＣ （無所属）
14315367 芦原 潤 アシハラ ジュン ＳＴＯＣ
15970572 及川 裕規 オイカワ ヒロキ ＳＴＯＣ
15456670 木村 祐介 キムラ ユウスケ ＳＴＯＣ
15456533 小山 修平 コヤマ シュウヘイ ＳＴＯＣ



29290611 若林 達也 ワカバヤシ タツヤ ＳＴＯＣ
19185873 高貫 章 タカヌキ アキラ ＳＴＯＣ （無所属）
11488781 青木 理恵 アオキ リエ 勝浦ソフトテニスクラブ 2018/1/28
29297566 石井 雅彦 イシイ マサヒコ 木更津ソフトテニスクラブ
19776958 岡本 勉 オカモト ツトム 木更津ソフトテニスクラブ 2017/1/15
14592072 尾形 勝彦 オガタ カツヒコ 木更津ソフトテニスクラブ
25554601 成田 宜弘 ナリタ ヨシヒロ 木更津ソフトテニスクラブ
13034894 山口 翔 ヤマグチ カケル 木更津ソフトテニスクラブ
10842072 有賀 幸男 アリガ ユキオ さつきクラブ
19606187 萱野 一 カヤノ ハジメ さつきクラブ 2018/1/14
29280858 鈴木 八州男 スズキ ハスオ さつきクラブ
16505919 伊藤 康平 イトウ コウヘイ きさらずKSクラブ （無所属）
25613766 上村 祐未 ウエムラ ユミ きさらずKSクラブ （無所属）
25613797 梅木 菜摘 ウメキ ナツミ きさらずKSクラブ （無所属）
25765427 村田 廉 ムラタ レン きさらずKSクラブ （無所属）
25765281 森 智哉 モリ トモヤ きさらずKSクラブ （無所属）
18864571 石井 瞬斗 イシイ シュント 日本製鉄君津 （無所属）
15770646 太田 亮 オオタ リョウ 日本製鉄君津
20385507 監物 孝美 ケンモツ タカヨシ 日本製鉄君津
11516798 常住 勉 ツネズミ ツトム 日本製鉄君津 2017/1/15
15436528 井上 美波 イノウエ ミナミ 君津市ソフトテニス協会 （無所属）
15436504 米本 美穂 ヨネモト ミホ 君津市ソフトテニス協会 （無所属）
28227786 平野 秀樹 ヒラノ ヒデキ かずさスマイリーズ
30519541 芳賀 楓子 ハガ フウコ 千葉県高体連１１地区顧問 （無所属）
29683949 小野寺 正憲 オノデラ マサノリ 千葉県高体連３地区顧問 （無所属）
29964864 三上 翔平 ミカミ ショウヘイ 千葉県高体連３地区顧問 （無所属）
29890224 香川 加奈恵 カガワ カナエ 千葉県高体連１２地区顧問
28294306 吉岡 隆 ヨシオカ タカシ 千葉県高体連１２地区顧問
24947794 相川 隼將 アイカワ ハヤト 千葉県高体連１地区顧問
11498155 外山 利賀子 ソトヤマ リカコ 千葉県高体連第６・８地区顧問
15646293 関 史卓 セキ フミタカ （中）みつわ台中学校 （無所属）
29793891 石﨑 要一郎 イシザキ ヨウイチロウ （中）安房東中学校 （無所属）
19974323 工藤 美智代 クドウ ミチヨ （中）安房東中学校 （無所属）
14940446 若狭 昌臣 ワカサ マサオミ （中）印西市立印西中学校
23998766 矢作 雅彦 ヤハギ マサヒコ （中）浦安市立浦安中学校
28775621 吉田 裕介 ヨシダ ユウスケ （中）浦安中学校 （無所属）
12641094 星 佳菜 ホシ カナ （中）下貝塚中学校 （無所属）
27005118 武井 大明 タケイ ヒロアキ （中）我孫子中学校 （無所属）
25863901 野津 裕子 ノヅ ヒロコ （中）我孫子中学校 （無所属）
24086059 山田 翔太 ヤマダ ショウタ （中）鎌ヶ谷市立第五中学校
25488340 手塚 純 テヅカ ジュン （中）鎌ヶ谷市立第二中学校
29620784 小澤 香織 オザワ カオリ （中）鴨川東中学校 （無所属）
29684083 髙橋 宏道 タカハシ ヒロミチ （中）館山第二中学校 （無所属）
29904365 安室 真代 ヤスムロ マヨ （中）岩根中学校 （無所属）
29883905 石井 裕貴 イシイ ヒロキ （中）金田中学校 （無所属）
18626186 村越 貴文 ムラコシ タカフミ （中）栗ヶ沢中学校 （無所属）
16853263 中山 俊介 ナカヤマ シュンスケ （中）君津市立周西南中学校
29881000 森 和紀 モリ カズキ （中）君津市立上総小櫃中学校 2015/11/8
28776680 今井 明日香 イマイ アスカ （中）湖北台中学校 （無所属）
20569433 松本 彩 マツモト アヤ （中）湖北台中学校 （無所属）
15063656 清原 舞 キヨハラ マイ （中）高根台中学校 （無所属）
30662810 入岡 波留菜 イリオカ ハルナ （中）国吉中学校 （無所属）
25521832 豊福 貴志 トヨフク タカシ （中）佐倉市立井野中学校
25717303 小栁 綾香 コヤナギ アヤカ （中）佐倉中学校 （無所属）
29665877 須郷 理恵 スゴウ リエ （中）山田中学校 （無所属）
30663268 小林 槙弥 コバヤシ シンヤ （中）四街道中学校 （無所属）
25520576 鶴見 洋平 ツルミ ヨウヘイ （中）市原市立姉崎中学校 2017/8/26
27044292 髙嶋 彩華 タカシマ アヤカ （中）市原市立姉崎東中学校 2017/8/26
25613384 八木 翔平 ヤギ ショウヘイ （中）市原市立八幡中学校 2017/8/26



26909172 小濵 敬洋 コハマ タカヒロ （中）市原市立八幡東中学校
29846122 垣谷 晋太郎 カキタニ シンタロウ （中）市原市立有秋中学校
28774921 田口 大貴 タグチ ヒロキ （中）市川市立第七中学校
29754304 齊藤 優太郎 サイトウ ユウタロウ （中）周南中学校 （無所属）
12717738 関川 龍太郎 セキカワ リュウタロウ （中）習志野第三中学校 （無所属）
25261172 矢口 誠 ヤグチ マコト （中）習志野第四中学校 （無所属）
18588736 角舘 俊吾 カクダテ シュンゴ （中）小室中学校 （無所属）
18587579 菅野 学 スガノ マナブ （中）昭和中学校（袖ヶ浦） （無所属） 2015/11/8
29823437 増田 早紀子 マスダ サキコ （中）昭和中学校（袖ヶ浦） （無所属）
17917049 山崎 真 ヤマザキ マコト （中）松戸市立小金中学校
21695995 小森 龍一 コモリ リュウイチ （中）松戸市立小金南中学校
18603002 中川 元嗣 ナカガワ モトツグ （中）松葉中学校 （無所属）
28490036 宮澤 岳瑠 ミヤザワ タケル （中）松葉中学校 （無所属）
29655113 田邉 浩規 タナベ ヒロキ （中）千倉中学校 （無所属）
29888399 日髙 康之 ヒダカ ヤスユキ （中）千葉市立朝日ケ丘中学校
26927688 富田谷 健三郎 トミタヤ ケンザブロウ（中）千葉市立幕張西中学校
25361186 小川 雄太 オガワ ユウタ （中）千葉市立有吉中学校
29890231 鈴木 剛 スズキ タカシ （中）専修大学松戸中学校ソフトテニス部
20370886 宮澤 秀和 ミヤザワ ヒデカズ （中）船橋市立海神中学校
28783190 津島 洋貴 ツシマ ヒロキ （中）蔵波中学校 （無所属）
29963492 福澤 拓 フクザワ タク （中）蔵波中学校 （無所属）
27047644 室田 翼 ムロタ ツバサ （中）袖ケ浦市立昭和中学校
12750625 安室 徹平 ヤスムロ テッペイ （中）袖ケ浦市立長浦中学校
28843801 中山 千嘉 ナカヤマ チカ （中）太田中学校 （無所属）
29570225 染谷 翔太郎 ソメヤ ショウタロウ （中）大山口中学校 （無所属）
25292572 石野 智恵子 イシノ チエコ （中）大多喜中学校 （無所属）
29779499 糸賀 大悟 イトガ ダイゴ （中）天羽東中学校 （無所属）
27031223 荒井 美紗子 アライ ミサコ （中）南流山中学校 （無所属）
29840403 宇野山 信史 ウノヤマ ノブヒト （中）日の出中学校 （無所属）
25407419 久山 公誉 ヒサヤマ キミヨ （中）入船中学校
17571623 福井 貴司 フクイ タカシ （中）柏市立松葉中学校
29868711 佐藤 悠 サトウ ハルカ （中）白山中学校 （無所属）
30639591 中西 あみ ナカニシ アミ （中）白浜中学校 （無所属）
29805532 染谷 彰 ソメヤ アキラ （中）八幡中学校 （無所属）
24204279 大久保 敦史 オオクボ アツフミ （中）八木中学校 （無所属）
30652187 田中 一成 タナカ カズナリ （中）富里市立富里中学校
29790371 木戸 通子 キド ミチコ （中）富浦中学校 （無所属）
29624836 森 悠介 モリ ユウスケ （中）風早中学校 （無所属）
28302742 深野 充輝 フカノ ミツキ （中）妙典中学校 （無所属）
21596704 溝江 繁 ミゾエ シゲル （中）妙典中学校 （無所属）
30415201 矢代 由香里 ヤシロ ユカリ （中）茂原市立東中学校
11710806 平岡 まゆ ヒラオカ マユ （中）木更津市立岩根中学校
18598636 柿野 裕紀 カキノ ヒロキ （中）木更津市立太田中学校 2015/11/8
29828692 松村 知武 マツムラ トモタケ （中）野田市立北部中学校
29986835 太田 有砂 オオタ アリサ （中）野田南部中学校 （無所属）
25200102 内藤 健志郎 ナイトウ ケンシロウ （中）誉田中学校 （無所属）
18686210 北原 舞 キタハラ マイ （中）緑ヶ丘中学校 （無所属）
30102408 松崎 晃一 マツザキ コウイチ （中）嶺南中学校 （無所属）


