
　　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（2022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（2021年6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、別途お知らせします。）

　・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（2022年1～3月）開催予定の
　　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
11515326 田原 武 タハラ タケシ Ｂｒａｖｅ千葉
11497110 平川 雄一 ヒラカワ ユウイチ ＪＦＥ東日本
12712360 小野田 圭佑 オノダ ケイスケ KCST
11513476 細谷 法芳 ホソヤ ノリヨシ PG
11514411 山下 清隆 ヤマシタ キヨタカ PG
16014503 善岡 大和 ヨシオカ ヤマト PG
16157750 管浪 悟 カンナミ サトル Rev
17246705 菅原 千波 スガワラ チナミ SHEEPS （無所属）
26587646 林 翔 ハヤシ ショウ SHIPS （無所属）
19185736 穐葉 涼 アキバ リョウ STOC （無所属）
17985826 宇野 廣 ウノ ヒロシ STOC （無所属）
12838115 高木 美和 タカギ ミワ STOC （無所属）
19185682 玉井 大貴 タマイ ダイキ STOC （無所属）
19280233 吉川 昇吾 ヨシカワ ショウゴ STOC （無所属）
27190678 小澤 優真 オザワ ユウマ Team G.U.R.U.I
12670984 西 清久 ニシ キヨヒサ あづまテニスクラブ
11526032 市川 道子 イチカワ ミチコ 市川市民クラブ （無所属）
15038234 松原 良紘 マツバラ ヨシヒロ オミーズ
11487333 泉 清治 イズミ セイジ 勝田台クラブ （無所属）
30718296 滝沢 厚征 タキザワ アツユキ 木更津ソフトテニスクラブ （無所属）
18046823 古賀 秀平 コガ シュウヘイ 湖北台ソフトテニスクラブ （無所属）
22486684 山田 豊 ヤマダ ユタカ 湖北台ソフトテニスクラブ （無所属） 2016/11/26
11701910 住吉 昭 スミヨシ アキラ さつきクラブ （無所属）
11526179 怒賀 保典 ヌカ ヤスノリ 芝山クラブ （無所属）
11487180 伊藤 恵美子 イトウ エミコ 千城小倉クラブ （無所属）
21192043 田中 与志男 タナカ ヨシオ いすみジュニアソフトテニスクラブ（無所属）
21192012 太田 真之 オオタ マサユキ いすみジュニアソフトテニスクラブ
18182392 相川 航平 アイカワ コウヘイ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
17541220 川上 利紀 カワカミ トシノリ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）



16462526 堤 洸平 ツツミ コウヘイ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
16585065 出口 雄大 デグチ ユウダイ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
12634791 飯沼 鉄雄 イイヌマ テツオ ソフトテニス千葉クラブ
26464329 小川 美優 オガワ ミユ ソフトテニス千葉クラブ
16472389 杉浦 彩 スギウラ アヤ ソフトテニス千葉クラブ
12636858 土屋 怜奈 ツチヤ レイナ ソフトテニス千葉クラブ
14325946 寺田 理子 テラダ リコ ソフトテニス千葉クラブ
21157370 沼 智恵 ヌマ トモエ ソフトテニス千葉クラブ
26508351 藤井 芳夫 フジイ ヨシオ 千葉市民クラブ （無所属）
31756747 碓氷 桃子 ウスヒ モモコ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
21188800 枝元 かつ子 エダモト カツコ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
31685900 奥原 順子 オクハラ ジュンコ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
19926964 川口 有子 カワグチ ユウコ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
21188824 嶋田 亮子 シマダ リョウコ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
11520313 須永 由夫 スナガ ヨシオ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
30714977 滝田 好子 タキタ コウコ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
21188848 田中 妙子 タナカ タエコ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
29452637 辻 幸士 ツジ コウジ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
31685917 松戸 理恵 マツド リエ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
11493709 飯沢 恵美子 イイザワ エミコ ときわ平ソフトテニスクラブ
31756600 池淵 裕子 イケブチ ヒロコ ときわ平ソフトテニスクラブ
11500919 井上 里枝 イノウエ サトエ ときわ平ソフトテニスクラブ
14365928 今井 康平 イマイ コウヘイ ときわ平ソフトテニスクラブ
11511779 桂 滋 カツラ シゲル ときわ平ソフトテニスクラブ
30749207 金子 有希子 カネコ ユキコ ときわ平ソフトテニスクラブ
11417620 北村 富雄 キタムラ トミオ ときわ平ソフトテニスクラブ
11528869 志村 円美 シムラ マルミ ときわ平ソフトテニスクラブ
11763536 杉 大助 スギ ダイスケ ときわ平ソフトテニスクラブ
11522089 武村 和男 タケムラ カズオ ときわ平ソフトテニスクラブ
18011197 豊島 慈 トヨシマ シゲル ときわ平ソフトテニスクラブ
15645326 橋詰 真弥 ハシヅメ シンヤ ときわ平ソフトテニスクラブ
11528524 山田 貢一 ヤマダ コウイチ ときわ平ソフトテニスクラブ
18542608 江沢 修也 エザワ シュウヤ 西千葉クラブ （無所属）
21177859 江口 千枝子 エグチ チエコ 鰭ヶ崎クラブ （無所属）
11497264 倉持 テル子 クラモチ テルコ ふたばクラブ （無所属）
31772693 花澤 幸子 ハナザワ サチコ ふたばクラブ （無所属）
22366337 池澤 宏枝 イケザワ ヒロエ ふたばクラブ
11495376 狩野 郁子 カノウ イクコ ふたばクラブ
22366313 小渕 まどか コブチ マドカ ふたばクラブ
22366306 佐々木 直子 ササキ ナオコ ふたばクラブ
22366276 廣瀬 宏美 ヒロセ ヒロミ ふたばクラブ
26786056 五木田 紗季 ゴキタ サキ ふれあいクラブ （無所属）
11526704 溝端 雅彦 ミソバタ マサヒコ ふれあいクラブ
12725881 八木森 佑 ヤギモリ ユウ ふれあいクラブ
11494782 古山 幸子 フルヤマ ユキコ フレンズテニスクラブ （無所属）
11498490 三浦 喜美子 ミウラ キミコ フレンズテニスクラブ （無所属）
11500186 三橋 礼子 ミツハシ レイコ フレンズテニスクラブ （無所属）
11484172 会沢 美恵子 アイザワ ミエコ フレンズテニスクラブ 2019/1/27
11486466 浅香 ひろみ アサカ ヒロミ フレンズテニスクラブ 2019/1/27
27137628 小林 航太 コバヤシ コウタ ルーセント
21164989 柴田 真宙 シバタ マヒロ ルーセント
30750708 水上 萌 ミズカミ メグミ ルーセント
27014103 吉澤 凌 ヨシザワ リョウ ルーセント
11501794 鈴木 和江 スズキ カヅエ わかばクラブ （無所属）
11511274 御園生 玲子 ミソノウ レイコ わかばクラブ （無所属）
11513209 宮崎 和子 ミヤザキ カズコ わかばクラブ （無所属）
11516767 宮崎 美知子 ミヤザキ ミチコ わかばクラブ （無所属）
11515067 渡部 登里 ワタナベ トリ わかばクラブ （無所属）
14188107 秋元 秀子 アキモト ヒデコ 若宮クラブ （無所属）



13143633 赤木 亮 アカギ リョウ 浦安会 （無所属）
21173585 石原 昌幸 イシハラ マサユキ 浦安会 （無所属）
11497455 宇田川 寿一 ウダガワ ジユイチ 浦安会 （無所属）
12776378 中村 匡志 ナカムラ マサシ 浦安会 （無所属）
27321423 程内 百合子 ホドウチ ユリコ 浦安会 （無所属）
16016385 安田 海夏 ヤスダ ミナツ 浦安会 （無所属）
19776675 石垣 将洋 イシガキ マサヒロ 浦安会
17025973 田中 遼介 タナカ リョウスケ 浦安会
12625020 野間 清 ノマ キヨシ 浦安会 2016/11/13
11509998 野間 ひろみ ノマ ヒロミ 浦安会
27321393 初山 梨紗 ハツヤマ リサ 浦安会
14466069 平野 芳子 ヒラノ ヨシコ 浦安会
14435294 樋渡 幸宏 ヒワタシ ユキヒロ 浦安会
11493631 福垣内 勝 フクガキウチマサル 浦安会
11524434 三浦 ゆり子 ミウラ ユリコ 浦安会
26860220 八田羽 美香 ハッタハ ミカ 栄クラブ
26830520 森田 あゆ美 モリタ アユミ 栄クラブ
16499270 佐野 まや サノ マヤ 栄成クラブ （無所属）
11557272 片山 武美 カタヤマ タケミ 花見川ソフトテニスクラブ
26421520 篠崎 さゆり シノザキ サユリ 花見川ソフトテニスクラブ
11491378 竹内 昭充 タケウチ アキミツ 花見川ソフトテニスクラブ
11515357 萩原 千伸 ハギワラ チノブ 花見川ソフトテニスクラブ
11517788 藤田 淳子 フジタ ジユンコ 花見川ソフトテニスクラブ
30600256 松浦 美緒 マツウラ ミオ 花見川ソフトテニスクラブ
11517023 山田 智子 ヤマダ トモコ 花見川ソフトテニスクラブ
11524830 森田 克枝 モリタ ヨシエ 我孫子ママさんクラブ （無所属）
11525523 今井 静江 イマイ シズエ 我孫子ママさんクラブ
11523192 山田 啓子 ヤマダ ケイコ 我孫子ママさんクラブ
11511571 名田 道子 ナダ ミチコ 貝塚中央クラブ （無所属）
11487210 樋口 英子 ヒグチ エイコ 貝塚中央クラブ （無所属）
11484837 手塚 進 テズカ ススム 貝塚中央クラブ
21232824 谷口 智子 タニグチ トモコ 君津市ソフトテニス協会 2017/1/15
11511618 池田 珠美 イケダ タマミ 幸町クラブ
11483953 飯高 文昭 イイダカ フミアキ 黒潮ソフトテニスクラブ 2018/1/28
17967990 大野 辰彦 オオノ タツヒコ 黒潮ソフトテニスクラブ
11501756 瀧口 光雄 タキグチ ミツオ 黒潮ソフトテニスクラブ
29288540 前 方道 マエ マサミチ 黒潮ソフトテニスクラブ
11504634 三橋 良之 ミツハシ ヨシユキ 黒潮ソフトテニスクラブ
11496434 香取 昭一 カトリ シヨウイチ 佐原ソフトテニスクラブ
16692206 石倉 歩実 イシクラ アユミ 佐倉クラブ （無所属）
18956429 大滝 龍 オオタキ リュウ 佐倉クラブ （無所属）
26877839 山内 綾乃 ヤマウチ アヤノ 佐倉クラブ （無所属）
13533564 佐瀬 博 サセ ヒロシ 佐倉クラブ （無所属）
11520207 瀬野 清江 セノ キヨエ 佐倉クラブ （無所属）
14373213 古川 翔 フルカワ ショウ 佐倉クラブ （無所属）
26956671 會田 夏未 アイタ ナツミ 佐倉クラブ
11510529 木口 晴子 キグチ ハルコ 佐倉クラブ
17054973 比嘉 怜花 ヒガ レイカ 佐倉クラブ
11527077 望月 千秋 モチヅキ チアキ 佐倉クラブ
30554382 猪股 美根子 イノマタ ミネコ 四街道ソフトテニスクラブ （無所属）
19685977 斉藤 真弓 サイトウ マユミ 四街道ソフトテニスクラブ （無所属）
24976275 鈴木 晶子 スズキ アキコ 四街道ソフトテニスクラブ （無所属）
30554412 田島 和美 タジマ カズミ 四街道ソフトテニスクラブ （無所属）
30554450 稲見 陽子 イナミ ヨウコ 四街道ソフトテニスクラブ
10752050 片岡 謙太郎 カタオカ ケンタロウ 四街道ソフトテニスクラブ
30554900 松村 早美 マツムラ ハヤミ 四街道ソフトテニスクラブ
11510260 山本 まち江 ヤマモト マチエ 市原エイティクラブ （無所属）
11484424 石井 浩子 イシイ ヒロコ 市原エイティクラブ
11492993 加藤 道子 カトウ ミチコ 市原エイティクラブ



11585619 黒田 弘子 クロダ ヒロコ 市原エイティクラブ
21174193 髙橋 直子 タカハシ ナオコ 市原ドリーム （無所属）
21174216 中根 敦子 ナカネ アツコ 市原ドリーム
21174278 水上 絢子 ミズカミ アヤコ 市原ドリーム
17990356 今井 聡美 イマイ サトミ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
11598510 扇山 拓 オオギヤマ タク 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
12745016 加藤 宏樹 カトウ ヒロキ 市川ソフトテニスクラブ （無所属） 2016/8/28
11517122 木谷 順三 キタニ ジュンゾウ 市川ソフトテニスクラブ （無所属） 2018/6/10
16836938 栗原 舞 クリハラ マイ 市川ソフトテニスクラブ （無所属） 2017/9/9
12744917 中村 亮 ナカムラ リョウ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
25094787 横山 哲生 ヨコヤマ テツオ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
17312004 吉岡 仁 ヨシオカ ジン 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
24935203 金田 麻希 カネダ マキ 市川ソフトテニスクラブ
14914409 篠原 勇樹 シノハラ ユウキ 市川ソフトテニスクラブ
11525448 高橋 里美 タカハシ サトミ 市川ソフトテニスクラブ
17848039 玉井 宏一 タマイ ヒロカズ 市川ソフトテニスクラブ
12684076 千葉 勝 チバ マサル 市川ソフトテニスクラブ
11503941 村越 邦光 ムラコシ クニミツ 市川ソフトテニスクラブ
11519218 津久井 得晴 ツクイ トクハル 市川ダックリングテニスクラブ
11524410 和田 英二 ワダ エイジ 市川ダックリングテニスクラブ
18677287 金田 和征 カネダ カズユキ 志津ソフトテニスクラブ
22486240 岩室 一夫 イワムロ カズオ 手賀沼クラブ （無所属）
12721688 大溝 雄紀 オオミゾ ユウキ 手賀沼クラブ （無所属）
11523215 佐藤 和真 サトウ カズマ 手賀沼クラブ （無所属）
15642240 手繰 直樹 テグリ ナオキ 手賀沼クラブ （無所属）
11506928 河内 麗子 コウチ レイコ 手賀沼クラブ
12662743 白井 大希 シライ ダイキ 手賀沼クラブ
22486158 寺門 邦夫 テラカド クニオ 手賀沼クラブ
11516569 吉田 隆司 ヨシダ タカシ 手賀沼クラブ
21213168 藤木 義子 フジキ ヨシコ 酒々井ソフトテニスクラブ （無所属）
21174100 八巻 隆 ヤマキ タカシ 酒々井ソフトテニスクラブ （無所属）
30707986 戸泉 季道 トイズミ トシミチ 酒々井ソフトテニスクラブ
12703171 林 和代 ハヤシ カズヨ 酒々井ソフトテニスクラブ
11520733 森 松助 モリ マツスケ 習志野ソフトテニスクラブ
29372829 大内 裕亮 オオウチ ユウスケ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11520801 小倉 有三 オグラ ユウゾウ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11522072 片岡 勝敏 カタオカ カツトシ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
30732223 菊地 美紀子 キクチ ミキコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
30732193 菊地 幸男 キクチ ユキオ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
17492799 鈴木 寧栞 スズキ シズカ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11531715 高橋 文子 タカハシ フミコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
31651660 館澤 秋雄 タテザワ アキオ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11531739 棚橋 知子 タナハシ トモコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11750031 鳥海 芳子 トリウミ ヨシコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11531654 中村 公治 ナカムラ コウジ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
12747435 平島 直樹 ヒラシマ ナオキ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
12744716 平野 真子 ヒラノ ナオコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11531371 渡辺 まほみ ワタナベ マホミ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
21197932 浅沼 幸子 アサヌマ サチコ 小金原ソフトテニスクラブ
11500896 安蒜 厚 アンビル アツシ 小金原ソフトテニスクラブ
30732308 猪本 由貴恵 イモト ユキエ 小金原ソフトテニスクラブ
21197901 上田 洋二 ウエダ ヨウジ 小金原ソフトテニスクラブ
21812224 大熊 萌那 オオクマ モエナ 小金原ソフトテニスクラブ
11519799 小笠原 敬之 オガサワラ トシユキ 小金原ソフトテニスクラブ
11520290 小川 洋二 オガワ ヨウジ 小金原ソフトテニスクラブ
11750062 亀井 幸子 カメイ サチコ 小金原ソフトテニスクラブ
21254222 窪木 茂男 クボキ シゲオ 小金原ソフトテニスクラブ
21197956 小杉 由香 コスギ ユカ 小金原ソフトテニスクラブ
11749868 笹村 清子 ササムラ キヨコ 小金原ソフトテニスクラブ



11531616 佐藤 幸子 サトウ サチコ 小金原ソフトテニスクラブ
17502641 佐藤 侑 サトウ ユウ 小金原ソフトテニスクラブ
11504054 品川 大樹 シナガワ ダイキ 小金原ソフトテニスクラブ
27302118 須山 守 スヤマ マモル 小金原ソフトテニスクラブ
11749998 関根 宏美 セキネ ヒロミ 小金原ソフトテニスクラブ
11531661 染谷 賢治 ソメヤ ケンジ 小金原ソフトテニスクラブ
11529750 千葉 和子 チバ カズコ 小金原ソフトテニスクラブ
11497530 塚元 節夫 ツカモト セツオ 小金原ソフトテニスクラブ
11520306 平野 昇 ヒラノ ノボル 小金原ソフトテニスクラブ
11917120 細川 椋香 ホソカワ キョウカ 小金原ソフトテニスクラブ
16035133 村田 正博 ムラタ マサヒロ 小金原ソフトテニスクラブ
11749875 矢吹 栄美子 ヤブキ エミコ 小金原ソフトテニスクラブ
31926010 山中 晶二 ヤマナカ ショウジ 小金原ソフトテニスクラブ
11750086 吉田 智恵子 ヨシダ チエコ 小金原ソフトテニスクラブ
21197895 淀野 美佐代 ヨドノ ミサヨ 小金原ソフトテニスクラブ
31141161 小林 慎之介 コバヤシ シンノスケ 松戸市役所
11500902 齋藤 広宣 サイトウ ヒロノブ 松戸市役所
31141192 南 貴文 ミナミ タカノリ 松戸市役所
12069637 山崎 薫 ヤマザキ カオル 沼南風早クラブ （無所属）
11489825 石橋 信彦 イシバシ ノブヒコ 沼南風早クラブ
11485483 巖 一明 イワオ カズアキ 沼南風早クラブ
11493853 田谷 信義 タヤ ノブヨシ 沼南風早クラブ
26872704 池村 航大 イケムラ コウダイ 成田クラブ
13595128 石井 智章 イシイ トモアキ 成田クラブ
14639258 後藤 五月 ゴトウ サツキ 成田クラブ
14185809 高木 光輝 タカギ コウキ 成田クラブ
27223376 冨山 素旺 トミヤマ スオウ 成田クラブ
27036440 夏海 竜輝 ナツウミ タツキ 成田クラブ
11517849 矢島 紀昭 ヤジマ ノリアキ 成田クラブ
12625700 西島 正樹 ニシジマ マサキ 成田市役所ソフトテニスクラブ （無所属）
26788791 大友 邦彦 オオトモ クニヒコ 青葉台クラブ （無所属）
19605692 秋元 健太郎 アキモト ケンタロウ 青葉台クラブ
11492986 西村 直己 ニシムラ ナオミ 青葉台クラブ 2017/8/26
19626680 原川 洋史 ハラカワ ヒロシ 青葉台クラブ
11498698 藤崎 金吾 フジサキ キンゴ 青葉台クラブ
11487166 伊藤 容子 イトウ ヤスコ 千葉京葉クラブ
11507925 西脇 政江 ニシワキ マサエ 千葉京葉クラブ
17221870 中越 涼太 ナカゴシ リョウタ 船橋クラブ （無所属）
11529491 竹内 宏明 タケウチ ヒロアキ 船橋クラブ
11937364 藤田 真司 フジタ シンジ 船橋クラブ
11514008 見矢 啓子 ミヤ ケイコ 船橋クラブ 2017/4/23
16166547 宮崎 卓也 ミヤザキ タクヤ 船橋クラブ
16472303 山元 麻衣 ヤマモト マイ 船橋クラブ
11502937 小松 秀夫 コマツ ヒデオ 船橋ジュニアソフトテニスクラブ
11509837 中島 美幸 ナカジマ ヨシユキ 船橋ジュニアソフトテニスクラブ
11496229 浜田 和子 ハマダ カズコ 船橋高根台クラブ （無所属）
11516606 森下 一 モリシタ ヒトシ 船橋高根台クラブ （無所属）
11523956 佐藤 桃子 サトウ モモコ 船橋高根台クラブ
11504436 菅根 洋二 スガネ ヨウジ 船橋高根台クラブ
11512073 平間 喜代子 ヒラマ キヨコ 船橋高根台クラブ
11492313 松崎 公子 マツザキ キミコ 船橋高根台クラブ
11509820 香川 美千子 カガワ ミチコ 船橋習志野台クラブ （無所属）
11522928 豊田 登貴子 トヨダ トキコ 船橋習志野台クラブ （無所属） 2017/4/23
11523949 成田 昌男 ナリタ マサオ 船橋習志野台クラブ （無所属）
11492290 石田 のぶえ イシダ ノブエ 船橋習志野台クラブ
11505815 大原 房 オオハラ フサ 船橋習志野台クラブ
11528999 木村 敏子 キムラ トシコ 船橋習志野台クラブ
14587184 小池 磨智子 コイケ マチコ 船橋習志野台クラブ
11528388 額賀 典子 ヌカガ ノリコ 船橋習志野台クラブ



11528883 渡辺 哲朗 ワタナベ テツロウ 船橋習志野台クラブ
31297783 杉野 栄一 スギノ エイイチ 船橋緑会 （無所属）
26880211 葛岡 快 クズオカ カイ 蘇我ミクス （無所属）
16157736 中谷 和明 ナカタニ カズアキ 蘇我ミクス （無所属）
12744747 八木森 怜奈 ヤギモリ レナ 蘇我ミクス （無所属）
21165108 荒木 由美 アラキ ユミ 蘇我ミクス
21160899 田中 康仁 タナカ ヤスヒト 蘇我ミクス
20469672 近江戸 興治 オウミド コウジ 大山口ソフトテニスクラブ
21184406 竹内 克枝 タケウチ カツエ 天台クラブ （無所属）
11521181 富田 美幸 トミタ ミユキ 天台クラブ （無所属）
22366269 一藁 道子 イチワラ ミチコ 天台クラブ
11704539 今井 恵子 イマイ ケイコ 天台クラブ
21184383 岡崎 千恵子 オカザキ チエコ 天台クラブ
22366351 八代 幸子 ヤシロ サチコ 天台クラブ
27031155 小柴 真凜 コシバ マリン 日本製鉄君津 （無所属）
26470627 西村 陸 ニシムラ リク 日本製鉄君津 （無所属）
30762695 廣尾 美友紀 ヒロオ ミユキ 日本製鉄君津 （無所属） 2017/1/15
26954134 浅岡 夏生人 アサオカ ナイト 日本製鉄君津
11486541 荒木 睦生 アラキ ムツオ 日本製鉄君津
12823922 有村 俊彦 アリムラ トシヒコ 日本製鉄君津
26953571 五十嵐 圭祐 イガラシ ケイスケ 日本製鉄君津
27026441 内川 賢人 ウチカワ ケント 日本製鉄君津
30762725 国見 宏太 クニミ コウタ 日本製鉄君津
26331362 高橋 謙介 タカハシ ケンスケ 日本製鉄君津
27028261 飛田 大地 トビタ ダイチ 日本製鉄君津
24887939 花田 真矢 ハナダ マヤ 日本製鉄君津
26776163 保坂 結那 ホサカ ユイナ 日本製鉄君津
16596092 足立 淳子 アダチ ジュンコ 柏クラブ
16596078 坂口 浩子 サカグチ ヒロコ 柏クラブ
29332618 根津 薫 ネヅ カオル 柏市レデイースソフトテニス連盟
21733383 福山 恵美 フクヤマ エミ 柏市レデイースソフトテニス連盟
11524816 三浦 恵子 ミウラ ケイコ 柏市レデイースソフトテニス連盟
29332601 八木橋 利恵子 ヤギハシ リエコ 柏市レデイースソフトテニス連盟
11525165 吉田 文子 ヨシダ フミコ 柏市レデイースソフトテニス連盟
11521723 安部 千恵子 アベ チエコ 柏千代田クラブ
11529552 高瀬 勝也 タカセ カツヤ 八街ソフトテニスクラブ
29289035 佐藤 拓也 サトウ タクヤ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． （無所属）
11499107 鴫原 和美 シギハラ カズミ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． （無所属）
22326119 土屋 郁文 ツチヤ フミヤ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． （無所属）
29289011 岩井 仁志 イワイ ヒロシ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
10757505 橘田 哲也 キッタ テツヤ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
11510574 藤代 友和 フジシロ トモカズ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
22366320 大矢 順子 オオヤ ジュンコ 明日香
21170966 岩井 利夫 イワイ トシオ 茂原クラブ （無所属）
11624417 菅生 勉 スゴウ ツトム 茂原クラブ
11807643 箱岩 勇 ハコイワ イサム 茂原クラブ
11807650 箱岩 美紀子 ハコイワ ミキコ 茂原クラブ
26584645 松本 龍 マツモト リュウ 茂原市役所ソフトテニス部
26811284 廣田 悠也 ヒロタ ユウヤ 木友ソフトテニスクラブ （無所属）
23920439 江上 悠太 エガミ ユウタ 木友ソフトテニスクラブ
27314579 岡本 康太 オカモト コウタ 木友ソフトテニスクラブ
15670038 児玉 勇樹 コダマ ユウキ 木友ソフトテニスクラブ
34527078 佐久間 彩菜 サクマ アヤナ 木友ソフトテニスクラブ
21193361 島井 大和 シマイ ヒロカズ 木友ソフトテニスクラブ
11603825 内藤 允貴 ナイトウ マサタカ 木友ソフトテニスクラブ
26996950 山口 舜 ヤマグチ シュン 木友ソフトテニスクラブ
11522171 伊藤 伸之 イトウ ノブユキ 野田クラブ
11508359 佐々木 健一 ササキ ケンイチ 野田クラブ
31233446 千葉 隆永 チバ タカヒサ 野田クラブ



31650526 西川 知輝 ニシカワ トモキ 野田クラブ
11495857 小林 長利 コバヤシ ナガトシ 野田東部テニス同好会
32008913 望月 敦子 モチヅキ アツコ 野田レディース （無所属）
30808034 小田 知幸 オダ トモユキ 流山ＥＭＴ （無所属）
12112890 東 正敏 ヒガシ マサトシ 流山ＥＭＴ （無所属）
11526070 高崎 満里子 タカサキ マリコ 流山ＥＭＴ
30890275 中村 正人 ナカムラ マサト 流山クラブ （無所属）
26973838 曽我 拓未 ソガ タクミ 流山クラブ （無所属）
11502722 谷川 孝博 タニカワ タカヒロ 流山クラブ （無所属）
27017678 小林 大地 コバヤシ ダイチ 流山クラブ
27148464 染谷 祐衣 ソメヤ ユイ 流山クラブ
26973616 長尾 航佑 ナガオ コウスケ 流山クラブ
23541313 山崎 大輝 ヤマザキ ダイキ 流山クラブ
31180382 荒木 慎史 アラキ シンジ 流山クラブ
11487807 石井 不士男 イシイ フジオ 流山クラブ
27029657 石坂 里緒子 イシザカ リオコ 流山クラブ
18189971 石原 美穂 イシハラ ミホ 流山クラブ
17814805 紺野 倫寛 コンノ ノリヒロ 流山クラブ
11807681 森本 建二 モリモト ケンジ 流山クラブ
19645971 大和田 喜代美 オオワダ キヨミ 流山ママクラブ （無所属）
21211645 雨貝 由美子 アマガイ ユミコ 流山ママクラブ
11485599 池畑 文江 イケハタ フミエ 流山ママクラブ
11504221 小野塚 幸子 オノヅカ サチコ 流山ママクラブ
15989901 熊谷 未来 クマガイ ミキ 流山ママクラブ
11512905 佐藤 京子 サトウ キヨウコ 流山ママクラブ
21211621 正部家 薫 ショウブケ カオル 流山ママクラブ
11515692 辰田 宮子 タツタ ミヤコ 流山ママクラブ
26641232 菅谷 幸恵 スガヤ ユキエ 有秋中学校 （無所属）
29128310 川島 悠司 カワシマ ユウジ 勝浦中学校 （無所属）
12820849 小松 雄志 コマツ ユウジ 鴨川中学校 （無所属）
28812500 萠抜 亮介 ハエヌキ リョウスケ 久寺家中学校 （無所属）
17055383 瀧口 愛 タキグチ マナ 国吉中学校 （無所属）
25137231 齋藤 達也 サイトウ タツヤ 栗源中学校 （無所属）
16129962 八角 亮汰 ハッカク リョウタ 山武中学校 （無所属）
19504261 西口 佑弥 ニシグチ ユウヤ 千葉中学校 （無所属）
13336035 市川 芳彦 イチカワ ヨシヒコ 坪井中学校 （無所属）
12779266 加藤 貴之 カトウ タカユキ 長狭中学校 （無所属）
25129854 浅野 祐一 アサノ ユウイチ 八街中央中学校 （無所属）
30751255 川本 晃裕 カワモト アキヒロ 大山口中学校 （無所属）
29789245 方波見 真哉 カタバミ シンヤ 佐原中学校 （無所属）
18513332 木野 翔太 キノ ショウタ 香取市立佐原中学校
12747135 山内 李恵 ヤマウチ リエ 佐倉市立臼井中学校
31264136 吉村 貴之 ヨシムラ タカユキ 松戸市立小金北中学校ソフトテニス部
20145507 大塚 麻美子 オオツカ マミコ 松戸市立牧野原中学校
12782230 大野 忠 オオノ タダシ 千葉市立松ヶ丘中学校
30084599 西川 龍見 ニシカワ タツアキ 船橋市立葛飾中学校
17953351 鈴木 教大 スズキ タカヒロ 袖ヶ浦市立蔵波中学校
21377884 岩端 真由 イワハタ マユ 八千代市立大和田中学校
21699849 齋藤 亮 サイトウ マコト 成田高等学校付属中学校
28927471 百武 龍佑 ヒャクタケ リュウスケ 千葉県高体連１地区顧問
11490395 佐藤 誠司 サトウ セイジ 千葉県高体連２地区顧問
31052016 芝 一希 シバ カズキ 千葉県高体連３地区顧問
31051828 石毛 恵太郎 イシゲ ケイタロウ 千葉県高体連４地区顧問
19324845 大木 正美 オオキ マサミ 千葉県高体連４地区顧問
11505808 諏訪 聡 スワ サトシ 千葉県高体連４地区顧問
22466785 星 安由美 ホシ アユミ 千葉県高体連５地区顧問
30969162 伊藤 愛美 イトウ マナミ 千葉県高体連９・１０地区顧問
11515784 薄井 充宏 ウスイ ミツヒロ 千葉県高体連１１地区顧問 （無所属）
11494225 片桐 哲郎 カタギリ テツオ 千葉県高体連１１地区顧問 （無所属）



11516590 秋葉 正樹 アキバ マサキ 千葉県高体連１１地区顧問
11485926 金子 知行 カネコ トモユキ 千葉県高体連１２地区顧問 （無所属）
31141338 湯浅 朝水 ユアサ アサミ 千葉県高体連１２地区顧問 （無所属）
11525592 澤田 俊一 サワダ シユンイチ 千葉県高体連１２地区顧問


