
　　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（2023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（2022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（2023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

　※グレーの塗りつぶしは、対応不要（更新料を受領済み）の方です

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
11485858 一谷 敏夫 イチタニ トシオ ＪＲ東日本
18008654 松本 将 マツモト ショウ PG
21193385 加藤 大晴 カトウ タイセイ ＳＴＯＣ
28771579 木村 友信 キムラ ユウシン ＳＴＯＣ
13131517 酒井 晃二 サカイ コウジ ＳＴＯＣ
28201700 座間 太地 ザマ タイチ ＳＴＯＣ
19644745 芝地 渚 シバチ ナギサ ＳＴＯＣ
28818175 白井 遼 シライ リョウ ＳＴＯＣ
19685007 髙梨 美咲 タカナシ ミサキ ＳＴＯＣ
17970952 萩原 将貴 ハギワラ マサキ ＳＴＯＣ
18397659 平野 敬三 ヒラノ ケイゾウ ＳＴＯＣ
12648251 平野 宏昌 ヒラノ コウスケ ＳＴＯＣ
18891607 深山 理桜 ミヤマ リオ ＳＴＯＣ
28208389 吉田 匠汰 ヨシダ ショウタ ＳＴＯＣ
32019254 多賀 英隆 タガ ヒデタカ ＳＴＯＣ （無所属）
14349713 日下 大輝 クサカ ヒロキ YSTクラブ
28114437 藤田 侑平 フジタ ユウヘイ YSTクラブ
18832624 吉原 優 ヨシハラ ユウ オミーズ
29286614 小柴 隆晃 コシバ タカアキ かずさスマイリーズ
32027549 平野 敬一 ヒラノ ケイイチ かずさスマイリーズ
11503750 和田 忠信 ワダ タダノブ こてはし台クラブ
32022230 阿久津 方生 アクツ マサノリ こてはし台クラブ （無所属）
11493358 羽根井 秀彦 ハネイ ヒデヒコ こてはし台クラブ （無所属）
13876425 鈴木 実 スズキ ミノル さつきクラブ
24352123 井澤 彰宏 イザワ アキヒロ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
16906174 小杉 拓哉 コスギ タクヤ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
23749450 酒井 翔梧 サカイ ショウゴ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）



18419580 佐藤 愛 サトウ アイ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
16276345 福山 曜 フクヤマ ヒカル ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
18553468 秋山 璃帆 アキヤマ リホ ソフトテニス千葉クラブ
17688147 阿波野 慎吾 アワノ シンゴ ソフトテニス千葉クラブ
18879803 井上 翔 イノウエ ショウ ソフトテニス千葉クラブ
17855358 遠藤 智之 エンドウ トモユキ ソフトテニス千葉クラブ
11493303 廣橋 實 ヒロハシ ミノル ソフトテニス千葉クラブ
26398501 金子 彩乃 カネコ アヤノ ときわ平ソフトテニスクラブ
11524465 豊島 稔 トヨシマ ミノル ときわ平ソフトテニスクラブ
11526339 平井 美佐子 ヒライ ミサコ ときわ平ソフトテニスクラブ 2022/5/8
11528616 山田 信彦 ヤマダ ノブヒコ ときわ平ソフトテニスクラブ
32150889 浜島 代志子 ハマシマ ヨシコ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
24699280 済賀 昌代 サイガ マサヨ ふたばクラブ
11505211 高山 久美子 タカヤマ クミコ ふたばクラブ
22366283 花澤 香代子 ハナザワ カヨコ ふたばクラブ
22384775 茶薗 由子 チャゾノ ユウコ ふたばクラブ （無所属）
24931922 須郷 恭輔 スゴウ キョウスケ ふれあいクラブ
11515005 藤原 敏子 フジワラ トシコ ふれあいクラブ
11517504 籔﨑 浩美 ヤブサキ ヒロミ ふれあいクラブ
12634761 石毛 幹也 イシゲ ミキヤ ふれあいクラブ （無所属）
31962483 椎名 一輝 シイナ カズキ ふれあいクラブ （無所属）
27038536 毛利 友哉 モウリ ユウヤ ルーセント
28821670 山内 美桜 ヤマウチ ミオ ルーセント
19576589 北脇 優美 キタワキ ユウビ ルーセント （無所属）
18820225 麻生 裕也 アソウ ユウヤ ルーセントテニスクラブ
26465401 石田 碧斗 イシダ アオト 旭クラブ
23511286 松澤 正 マツザワ タダシ 旭クラブ
12662465 武藤 篤 ムトウ アツシ 印西クラブ （無所属）
18682885 池田 正彦 イケダ マサヒコ 浦安会 2022/6/19
18683226 井上 博子 イノウエ ヒロコ 浦安会 2022/6/19
14912825 植草 大 ウエクサ ハジメ 浦安会 2022/6/19
32778632 上園 三郎 ウエゾノ サブロウ 浦安会 2022/6/19
23596290 宇田川 なつみ ウダガワ ナツミ 浦安会
29307722 金澤 美奈子 カナザワ ミナコ 浦安会
23957916 古賀 百華 コガ モモカ 浦安会
11527268 田所 博 タドコロ ヒロシ 浦安会 2022/6/19
11517924 肥後 寿子 ヒゴ ヒサコ 浦安会 2022/6/19
11526308 松本 英作 マツモト エイサク 浦安会
32032062 山崎 美智子 ヤマザキ ミチコ 浦安会 2022/6/19
29307708 横山 直人 ヨコヤマ ナオト 浦安会 （無所属）
11512585 中川 聖子 ナカガワ セイコ 栄クラブ
11502340 八田羽 博道 ハツタハ ヒロミチ 栄クラブ
11493389 佐藤 澄子 サトウ スミコ 花見川ソフトテニスクラブ
11505204 西間木 みどり ニシマキ ミドリ 花見川ソフトテニスクラブ
16253476 土方 真理子 ヒジカタ マリコ 花見川ソフトテニスクラブ
12668942 石澤 由香 イシザワ ユカ 我孫子ママさんクラブ
11520863 平田 美千代 ヒラタ ミチヨ 我孫子ママさんクラブ
13591618 稲垣 公亮 イナガキ コウスケ 我孫子市役所 2019/3/16
14432859 加藤 玲子 カトウ レイコ 貝塚中央クラブ
12667751 竹野 恭平 タケノ キョウヘイ 貝塚中央クラブ （無所属）
23929982 峯岸 久夫 ミネギシ ヒサオ 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ （無所属）
23930056 山田 順一 ヤマダ ジュンイチ 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ （無所属）
16402829 千葉 歩実 チバ アユミ 君津市ソフトテニス協会 （無所属）
24174572 千葉 浩之 チバ ヒロユキ 君津市ソフトテニス協会 （無所属）
24174589 千葉 みゆき チバ ミユキ 君津市ソフトテニス協会 （無所属）
24258081 佐藤 務 サトウ ツトム 佐原ソフトテニスクラブ
11503064 佐藤 吉男 サトウ ヨシオ 佐原ソフトテニスクラブ
11507321 鈴木 正直 スズキ マサナオ 佐原ソフトテニスクラブ （無所属）
12655922 細谷 忠一 ホソヤ タダカズ 佐原ソフトテニスクラブ （無所属）



29287307 松田 千恵子 マツダ チエコ 佐原ソフトテニスクラブ （無所属）
15410948 山口 里菜 ヤマグチ リナ 佐原ソフトテニスクラブ （無所属）
18877618 石倉 幸奈 イシクラ ユキナ 佐倉クラブ
12713623 大野 美紀 オオノ ミキ 佐倉クラブ
11519171 関 治男 セキ ハルオ 佐倉クラブ
30751309 塚本 晃久 ツカモト アキヒサ 佐倉クラブ
11523444 柘植 信昭 ツゲ ノブアキ 佐倉クラブ
19628264 福田 律雄 フクダ リツオ 佐倉クラブ
11528951 山口 瞬 ヤマグチ シュン 佐倉クラブ
11700890 浅川 舞 アサカワ マイ 佐倉クラブ （無所属）
14201691 宍倉 貴明 シシクラ タカアキ 佐倉クラブ （無所属）
11517801 清野 和男 セイノ カズオ 佐倉クラブ （無所属）
13465032 高橋 幸司 タカハシ コウジ 佐倉クラブ （無所属）
23842038 桑原 正明 クワハラ マサアキ 佐倉クラブ （無所属）
28010623 阿久津 裕介 アクツ ユウスケ 四街道ソフトテニスクラブ
28008293 熱田 啓人 アツタ ヒロト 四街道ソフトテニスクラブ
28821526 渥美 樹 アツミ タツキ 四街道ソフトテニスクラブ
28140511 髙井 大和 タカイ ヤマト 四街道ソフトテニスクラブ
23538238 林 木乃美 ハヤシ コノミ 四街道ソフトテニスクラブ 2017/7/25
21171376 三関 琴波 ミセキ コトハ 四街道ソフトテニスクラブ
11494980 菊川 津江子 キクカワ ツエコ 市原エイティクラブ
22430977 国吉 正彦 クニヨシ マサヒコ 市原エイティクラブ
11502142 西郡 弘子 ニシゴオリ ヒロコ 市原エイティクラブ 2017/8/26
11509042 林 妙子 ハヤシ タエコ 市原エイティクラブ
11500513 芝崎 厚子 シバザキ アツコ 市原エイティクラブ （無所属）
14553271 牛尾 曜子 ウシオ ヨウコ 市原ドリーム
29296187 圍 孝之 カコイ タカユキ 市原ドリーム
14553301 佐藤 美奈子 サトウ ミナコ 市原ドリーム
14553318 瀬黒 美恵 セグロ ミエ 市原ドリーム
18804003 伊藤 直弥 イトウ ナオヤ 市原ドリーム （無所属）
33173474 藤平 永子 フジヒラ エイコ 市原ドリーム （無所属）
12765426 安西 瑛美 アンザイ エミ 市川ソフトテニスクラブ 2022/5/8
11700869 上坂 香純 カミサカ カスミ 市川ソフトテニスクラブ
16631113 木村 恭大 キムラ ヤスヒロ 市川ソフトテニスクラブ
12744702 近藤 亮太郎 コンドウ リョウタロウ 市川ソフトテニスクラブ 2022/5/8
16058392 佐久間 里日 サクマ リカ 市川ソフトテニスクラブ 2022/5/8
11524403 平野 正 ヒラノ タダシ 市川ソフトテニスクラブ
11508076 藤枝 勝之 フジエダ カツユキ 市川ソフトテニスクラブ
12739816 古川 敦 フルカワ アツシ 市川ソフトテニスクラブ 2022/5/8
20568610 淡谷 信行 アワヤ ノブユキ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
12667744 篠田 将和 シノダ マサカズ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
14912313 図子 加奈絵 ズシ カナエ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
12744712 石橋 里美 イシバシ サトミ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
32270471 吉岡 あや ヨシオカ アヤ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
11522768 宮本 久 ミヤモト ヒサシ 市川ダックリングテニスクラブ （無所属）
11706472 秋元 祐介 アキモト ユウスケ 市川市役所ソフトテニス部
18125672 大川 結香 オオカワ ユカ 市川市役所ソフトテニス部
11491644 大坪 義幸 オオツボ ヨシユキ 市川市役所ソフトテニス部 2022/5/8
19669762 谷池 清隆 タニイケ キヨタカ 市川市役所ソフトテニス部
15727671 谷池 椋 タニイケ リョウ 市川市役所ソフトテニス部
16581081 吉田 梨花 ヨシダ リカ 市川市役所ソフトテニス部
21851339 小川 浩樹 オガワ ヒロキ 志津クラブ （無所属）
11491255 冨永 恵子 トミナガ ケイコ 若宮クラブ （無所属） 2017/8/26
11493228 宮城 優子 ミヤギ ユウコ 若宮クラブ （無所属）
11489832 池田 洋司 イケダ ヨウジ 手賀沼クラブ
30728134 奥島 美知瑠 オクシマ ミチル 手賀沼クラブ
11522867 織田 富士夫 オダ フジオ 手賀沼クラブ
24978361 小森 稜矢 コモリ タカヤ 手賀沼クラブ
11509547 桜井 秀範 サクライ ヒデノリ 手賀沼クラブ



11515616 中澤 進 ナカザワ ススム 手賀沼クラブ
17944823 横田 優作 ヨコタ ユウサク 手賀沼クラブ （無所属）
29300945 阿部 美奈子 アベ ミナコ 習志野ソフトテニスクラブ
29429561 稲田 政美 イナダ マサミ 習志野ソフトテニスクラブ 2022/6/19
10942550 大迫 千賀子 オオサコ チカコ 習志野ソフトテニスクラブ 2022/6/19
11514541 並木 日出俊 ナミキ ヒデトシ 習志野ソフトテニスクラブ 2022/6/19
11526292 橋口 憲次 ハシグチ ケンジ 習志野ソフトテニスクラブ 2022/6/19
11517863 廣田 正一 ヒロタ シヨウイチ 習志野ソフトテニスクラブ （無所属）
11523451 浜島 和子 ハマシマ カズコ 勝田台クラブ
11525431 宗方 美幸 ムネカタ ミユキ 勝田台クラブ
11527084 渡辺 則子 ワタナベ ノリコ 勝田台クラブ 2019/4/21
18017205 吉田 喜代子 ヨシダ キヨコ 勝田台クラブ （無所属）
23533585 吉村 英明 ヨシムラ ヒデアキ 勝田台クラブ （無所属）
11531241 加藤 美雪 カトウ ミユキ 小金原ソフトテニスクラブ
28029489 加藤 優羽 カトウ ユウ 小金原ソフトテニスクラブ
23686656 菊間 照美 キクマ テルミ 小金原ソフトテニスクラブ
11528609 佐藤 弘 サトウ ヒロシ 小金原ソフトテニスクラブ
20271251 佐野 典生 サノ ノリオ 小金原ソフトテニスクラブ
15504746 鈴木 達也 スズキ タツヤ 小金原ソフトテニスクラブ
23686618 染井 明美 ソメイ アケミ 小金原ソフトテニスクラブ
18665444 千葉 右京 チバ ウキョウ 小金原ソフトテニスクラブ
11750321 中澤 マキ子 ナカザワ マキコ 小金原ソフトテニスクラブ
28782384 吉野 宇宙 ヨシノ ソラ 小金原ソフトテニスクラブ
11763079 大掛 三八子 オオガケ ミヤコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11750215 太田 美恵子 オオタ ミエコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
24319386 木鋪 亮 キシク リョウ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
18314618 木股 祐貴 キマタ ユウキ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
24989053 鈴木 美海 スズキ ミヒロ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
18551495 宗 花織 ソウ カオル 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
18717235 立木 奈津子 タチキ ナツコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
19091020 丹澤 幹大 タンザワ トモヒロ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11529798 塚崎 ヨシ子 ツカザキ ヨシコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11531586 山下 哲美 ヤマシタ テツミ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
12694519 山中 理恵子 ヤマナカ リエコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
16789371 伊藤 悠貴 イトウ ユウキ 松戸市役所
11497486 菊地 治秀 キクチ ハルヒデ 松戸市役所
11515500 藤原 亮二 フジワラ リョウジ 松戸市役所
12770495 大和 望 ヤマト ノゾミ 松戸市役所
11499381 野瀬 健 ノセ ツヨシ 沼南風早クラブ
11499374 長谷川 彰子 ハセガワ アキコ 沼南風早クラブ
32155181 豊嶋 良夫 トヨシマ ヨシオ 沼南風早クラブ （無所属）
18421729 今関 弘貴 イマゼキ ヒロキ 成田クラブ
28208457 林 優花 ハヤシ ユウカ 成田クラブ
28208518 廣瀬 莉奈 ヒロセ リナ 成田クラブ
11514510 保延 正廣 ホノベ マサヒロ 成田クラブ
11487302 麻生 英純 アソウ エイジユン 成田市役所ソフトテニスクラブ
30724181 岩野 秀雄 イワノ ヒデオ 青葉台クラブ
11502005 白井 昌 シライ マサル 青葉台クラブ
11491040 多田 精一 タダ セイイチ 青葉台クラブ
11493013 田中 義昭 タナカ ヨシアキ 青葉台クラブ
11486749 野田 靖夫 ノダ ヤスオ 青葉台クラブ
23527829 山田 勇一 ヤマダ ユウイチ 青葉台クラブ
13388553 山下 進 ヤマシタ ススム 青葉台クラブ （無所属）
19807638 中大窪 隼弥 ナカオオクボジュンヤ 千葉県庁
32109856 渡邉 努 ワタナベ ツトム 千葉県庁
11510437 阿南 啓二 アナミ ケイジ 千葉市民クラブ
11503712 神薗 隆司 カミゾノ タカシ 千葉市民クラブ
11506591 関本 哲夫 セキモト テツオ 千葉市民クラブ
15368256 松原 伸一郎 マツバラ シンイチロウ千葉市役所



32080698 岩井 一浩 イワイ カズヒロ 船橋クラブ
28127062 金丸 琴音 カナマル コトネ 船橋クラブ
11512066 倉橋 一喜 クラハシ カズヨシ 船橋クラブ
32080681 柴田 裕子 シバタ ユウコ 船橋クラブ
11527336 鈴木 拓 スズキ タク 船橋クラブ
11751830 瀬古沢 万里 セコザワ マリ 船橋クラブ
12693306 橋本 信章 ハシモト ノブアキ 船橋クラブ
20892081 深谷 真由 フカヤ マユ 船橋クラブ
13749842 小西 健人 コニシ ケント 船橋クラブ （無所属）
15006981 鈴木 諒一 スズキ リョウイチ 船橋クラブ （無所属）
23699311 天海 多美子 アマガイ タミコ 船橋高根台クラブ
11526995 志々目 雅子 シシメ マサコ 船橋高根台クラブ
32102734 中尾 和美 ナカオ カズミ 船橋高根台クラブ （無所属）
32102789 楢﨑 久子 ナラザキ ヒサコ 船橋高根台クラブ （無所属）
32102796 東山 あゆみ ヒガシヤマ アユミ 船橋高根台クラブ （無所属）
32102802 井内 由紀子 イウチ ユキコ 船橋高根台クラブ （無所属）
23821088 熊倉 康行 クマクラ ヤスユキ 船橋習志野台クラブ
14177743 佐藤 隆 サトウ タカシ 船橋緑会 （無所属）
12642828 佐竹 健二 サタケ ケンジ 船橋緑会 （無所属）
14177729 都田 徹 ミヤコダ トオル 船橋緑会 （無所属）
28468059 堤 晴希 ツツミ ハルキ 蘇我ミクス
12656636 飯田 由里絵 イイダ ユリエ 大原フェストクラブ
18347890 中田 有里和 ナカダ ユリカ 大原フェストクラブ
11842804 大木 伸 オオキ ノブル 大山口ソフトテニスクラブ
11503873 中島 正雄 ナカジマ マサオ 中台テニスクラブ
32020533 髙品 和子 タカシナ カズコ 銚子クラブ
11524373 飯田 タク子 イイダ タクコ 天台クラブ
28201861 池田 夏基 イケダ ナツキ 日本製鉄君津
18874617 岡野 祐貴 オカノ ユウキ 日本製鉄君津
27949634 佐藤 健太朗 サトウ ケンタロウ 日本製鉄君津
28289197 下川 惇 シモカワ ジュン 日本製鉄君津
11521945 村山 幸宏 ムラヤマ ユキヒロ 日本製鉄君津 2017/8/26
24619745 岩本 亜里 イワモト アリ 柏クラブ
11495758 有働 育夫 ウドウ イクオ 柏クラブ
20871284 濱名 葵 ハマナ アオイ 柏クラブ
28812142 横幕 美桜香 ヨコマク ミオカ 柏クラブ
12655719 吉田 城二 ヨシダ ジョウジ 柏クラブ
23752412 若松 隆 ワカマツ タカシ 柏クラブ
30731752 渡辺 誠一郎 ワタナベ セイイチロウ柏クラブ
11753087 真田 祐三 サナダ ユウソウ 柏クラブ （無所属）
11518013 田辺 邦夫 タナベ クニオ 柏クラブ （無所属）
12663864 白井 里美 シライ サトミ 柏市レデイースソフトテニス連盟
28288725 清水 皐生 シミズ コウキ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
23548725 野口 夏未 ノグチ ナツミ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
26719429 丸山 晃祐 マルヤマ コウスケ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
26967059 桑鶴 海希 クワヅル ヒロキ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
28330929 紫葉 美玲 シバ ミレイ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
28838999 松下 元紀 マツシタ ゲンキ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
32249019 埼玉 宏 サイタマ ヒロシ 北柏ライフタウンテニスクラブ
10762295 前田 和彦 マエダ カズヒコ 北柏ライフタウンテニスクラブ
11494607 中村 文男 ナカムラ フミオ 茂原クラブ
22560131 石井 裕樹 イシイ ヒロキ 木更津ソフトテニスクラブ
32029161 河野 貴志 コウノ タカシ 木更津ソフトテニスクラブ
30717060 成田 儀三郎 ナリタ ギザブロウ 木更津ソフトテニスクラブ
24626484 根本 勉 ネモト ツトム 木更津ソフトテニスクラブ
23507678 網谷 久史 アミタニ ヒサシ 木友ソフトテニスクラブ
16860254 鈴木 詩織 スズキ シオリ 木友ソフトテニスクラブ
32020311 髙橋 健人 タカハシ ケント 木友ソフトテニスクラブ
18960907 成田 耕悦 ナリタ コウエツ 木友ソフトテニスクラブ



12790061 宇賀田 ゆう ウガタ ユウ 木友ソフトテニスクラブ （無所属）
18899566 志村 竜也 シムラ タツヤ 木友ソフトテニスクラブ （無所属）
12045099 芝﨑 順 シバサキ ジュン 野田クラブ
17990448 松崎 誠也 マツザキ セイヤ 野田クラブ
12042357 吉田 澄人 ヨシダ スミト 野田クラブ
12718524 小澤 香佑 オザワ キョウスケ 野田クラブ （無所属）
18053227 小林 彩央里 コバヤシ サオリ 野田クラブ （無所属）
11519362 浮谷 美紀子 ウキヤ ミキコ 野田レディース
11708827 岡安 みゆき オカヤス ミユキ 野田レディース 2019/9/7
11708759 菊田 美佐代 キクタ ミサヨ 野田レディース
11518730 松田 由美子 マツダ ユミコ 野田レディース 2019/9/7
11708803 柳沢 都子 ヤナギサワ ミヤコ 野田レディース 2019/9/7
11708797 横川 恵美子 ヨコカワ エミコ 野田レディース
24792332 松本 厚子 マツモト アツコ 野田ヤルキーズ （無所属） 2019/9/7
11711230 入山 幸男 イリヤマ ユキオ 流山ＥＭＴ
24059688 今 茂勝 コン シゲカツ 流山ＥＭＴ
24059671 野原 佳久 ノハラ ヨシヒサ 流山ＥＭＴ
11487814 小嶋 冨義 コジマ トミヨシ 流山ＥＭＴ （無所属）
32404715 大渕 裕輔 オオブチ ユウスケ 流山クラブ
32046144 小川 守 オガワ マモル 流山クラブ
21747083 小澤 敏成 オザワ トシナリ 流山クラブ
14365935 加地 尚春 カジ ナオハル 流山クラブ
11279815 蔵本 純一 クラモト ジュンイチ 流山クラブ
32112467 小林 哲夫 コバヤシ テツオ 流山クラブ
11497714 杉田 起子 スギタ カズコ 流山クラブ
11499473 杉田 龍宜 スギタ タツノブ 流山クラブ
18366365 鈴木 滉騎 スズキ コウキ 流山クラブ
11501121 曽我 徳興 ソガ ノリオキ 流山クラブ
32046168 束岡 正幸 ツカオカ マサユキ 流山クラブ
28820352 豊田 櫻 トヨダ サクラ 流山クラブ
23557826 中村 正志 ナカムラ タダシ 流山クラブ
19065694 根本 慎也 ネモト シンヤ 流山クラブ
32046151 小林 智紀 コバヤシ トモキ 流山クラブ （無所属）
18017946 梅津 健太郎 ウメツ ケンタロウ 流山クラブ （無所属）
32051407 軽部 由佳 カルベ ユカ 流山クラブ （無所属）
28821069 岩谷 文斗 イワタニ アヤト 流山クラブ （無所属）
27935255 圍 大樹 カコイ タイキ 流山クラブ （無所属）
11492016 石坂 幸枝 イシザカ ユキエ 流山ママクラブ
11502739 大貫 紀子 オオヌキ ノリコ 流山ママクラブ
11511946 斉藤 美恵子 サイトウ ミエコ 流山ママクラブ
14282836 轟 陽子 トドロキ ヨウコ 流山ママクラブ
11518105 丹羽 公恵 ニワ キミエ 流山ママクラブ
19645957 久野 亜佳子 ヒサノ アカネ 流山ママクラブ
14283093 三上 優子 ミカミ ユウコ 流山ママクラブ
11487661 滝沢 啓子 タキザワ ケイコ 流山ママクラブ （無所属）

32333961 伊藤 充児 イトウ ミツノリ 旭市立飯岡中学校 （無所属）
12836526 岡 俊一 オカ シュンイチ 旭市立飯岡中学校
31226158 古市 雄也 コイチ ユウヤ 鴨川市立安房東中学校 （無所属）
20165666 笹生 健一朗 サソウ ケンイチロウ館山市立館山中学校
32172577 高良 真理 タカラ マリ 館山市立第1中学校 （無所属）
25031997 石原 弘康 イシハラ ヒロヤス 九十九里町立九十九里中学校
29774326 金城 歩睦 キンジョウ アユム 君津市立久留里中学校 （無所属）
33212982 土田 雄貴 ツチダ ユウキ 君津市立周西中学校 （無所属）
32185195 森 唯 モリ ユイ 君津市立周西南中学校 （無所属）
32185133 山石 尭 ヤマイシ タカシ 君津市立周西南中学校 （無所属）
32038644 今井 陽介 イマイ ヨウスケ 君津市立八重原中学校 （無所属）
31180610 佐瀬 美穂 サセ ミホ 山武市立山武中学校
18518306 板橋 愛 イタバシ アイ 市原市立ちはら台西中学校



29898169 古川 拓也 フルカワ タクヤ 市原市立国分寺台中学校
33161594 林 真之 ハヤシ マサユキ 市原市立若葉中学校
21651168 神田 瑞紀 カンダ ミズキ 市原市立辰巳台中学校 （無所属）
32779462 二階堂 葵緒 ニカイドウ イオ 市原市立辰巳台中学校
29805556 吉澤 恭子 ヨシザワ キョウコ 市原市立八幡中学校
28455264 長谷川 ななこ ハセガワ ナナコ 市原市立有秋中学校 （無所属）
28409502 宮坂 祐司 ミヤサカ ユウジ 市原市立有秋中学校 （無所属）
19804149 本城 新吾 ホンジョウ シンゴ 千葉県銚子市立銚子中学校
17496865 油布 実佐子 ユフ ミサコ 袖ヶ浦市立蔵波中学校 （無所属）
32225020 真鍋 治 マナベ オサム 南房総市立嶺南中学校
21447303 島田 直樹 シマダ ナオキ 南房総市嶺南中学校 （無所属）
32302554 伊藤 裕一 イトウ ユウイチ 八日市場市立第1中学校 （無所属）
29689101 三田 孝雄 ミタ タカオ 富津市立天羽中学校 （無所属）
32396119 小原 優 コバラ ユウ 富津市立富津中学校 （無所属）
32335521 大島 美咲 オオシマ ミサキ 本埜村立滝野中学校 （無所属）
12813218 時谷 肇 トキヤ ハジメ 木更津市立木更津第二中学校

32184440 松田 和也 マツダ カズヤ 千葉県高体連１地区顧問 （無所属）
12639280 山田 啓介 ヤマダ ケイスケ 千葉県高体連１地区顧問 （無所属）
11067245 東 慎一郎 アズマ シンイチロウ千葉県高体連１地区顧問
19421193 森 大樹 モリ ダイキ 千葉県高体連２地区顧問 （無所属）
32072693 日暮 光映 ヒグラシ ミツテル 千葉県高体連３地区顧問 （無所属）
13679743 松田 彩華 マツダ アヤカ 千葉県高体連３地区顧問 （無所属）
18936834 中村 公優 ナカムラ キミマサ 千葉県高体連３地区顧問
16433779 藤代 沙希 フジシロ サキ 千葉県高体連３地区顧問
12749593 後藤 俊一 ゴトウ シュンイチ 千葉県高体連５地区顧問
11530312 廣瀬 仁士 ヒロセ ヒトシ 千葉県高体連５地区顧問
11507284 太田 博勝 オオタ ヒロカツ 千葉県高体連９・１０地区顧問 （無所属）
11748922 高橋 章典 タカハシ アキノリ 千葉県高体連９・１０地区顧問
19670546 横山 裕之 ヨコヤマ ヒロユキ 千葉県高体連９・１０地区顧問
19043128 大野 信郎 オオノ ノブオ 千葉県高体連９・１１地区顧問 （無所属）


