
　　公認審判員有効期限が来年度末の会員一覧

　・審判員有効期限が来年度末（2024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）は、

　　来年度に入ってすぐに（2023年4月1日以降）更新の申請をおこなうことができます。

　・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）に開催予定の

　　審判講習会を受講することで、来年度に入ってすぐに（2023年4月1日以降）更新の申請をおこなうことができます。
　
　・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
11307792 松田 典之 マツダ ノリユキ Ｂｒａｖｅ千葉
33218557 関戸 耕作 セキド コウサク KCST
33218540 芦谷 強 アシタニ ツヨシ KCST （無所属）
13425692 久保田 晃玄 クボタ アキノリ KFK
33244266 西川 功一 ニシカワ コウイチ KFK
26629803 松尾 侑磨 マツオ ユウマ KFK
29469857 大槻 洋輝 オオツキ ヒロキ ＳＴＯＣ
29909025 柴田 陸 シバタ リク ＳＴＯＣ
28189763 寺田 有希 テラダ ユウキ ＳＴＯＣ
12634784 西田 光貴 ニシダ コウキ ＳＴＯＣ
21188862 橋岡 希望 ハシオカ ノゾム ＳＴＯＣ
32483116 渡會 藍真 ワタライ ランマ ＳＴＯＣ
12744898 青木 剛穂 アオキ タケオ ＳＴＯＣ （無所属）
18450408 大井田 渉 オオイダ ワタル Team G.U.R.U.I
14884399 寺田 和道 テラダ カズミチ Team G.U.R.U.I
15822154 平野 拓海 ヒラノ タクミ Team G.U.R.U.I
21572685 山岸 史弥 ヤマギシ フミヤ Team G.U.R.U.I
12656645 吉野 維起 ヨシノ マサキ Team G.U.R.U.I
20175979 竹原 和貴 タケハラ カズキ ＹＳＴクラブ （無所属）
11500834 桐原 善次 キリハラ ゼンジ あずまテニスクラブ （無所属）
33248974 大柳 英之 オオヤナギ ヒデユキ おはようテニスクラブ
33248981 穂苅 和恵 ホカリ カズエ おはようテニスクラブ
33249018 上野 純一 ウエノ ジュンイチ おはようテニスクラブ （無所属）
33249001 友清 創 トモキヨ ハジメ おはようテニスクラブ （無所属）
33248998 福谷 智子 フクタニ トモコ おはようテニスクラブ （無所属）
14813320 小見川 優太 オミガワ ユウタ オミーズ
17028202 角井 滉 カクイ ヒロ オミーズ
33241098 齋藤 広和 サイトウ ヒロカズ オミーズ
30737303 大野 一成 オオノ カズナリ かずさスマイリーズ （無所属）



32027532 佐々木 秀峰 ササキ ヒデミネ かずさスマイリーズ （無所属）
33238944 吉沼 雅史 ヨシヌマ マサシ かずさスマイリーズ （無所属）
11513506 井桁 誠子 イゲタ セイコ こてはし台クラブ
11517009 金森 充子 カナモリ ミツコ こてはし台クラブ
16083356 山口 清子 ヤマグチ キヨコ こてはし台クラブ
25020915 小林 貴美 コバヤシ タカミ こてはし台クラブ （無所属）
11495338 高崎 秀子 タカサキ ヒデコ こてはし台クラブ （無所属）
32172010 渡邉 和馬 ワタナベ カズマ こてはし台クラブ （無所属）
11489153 関根 郁夫 セキネ イクオ さつきクラブ （無所属）
18024319 ウチラサイハンバヤスガラントウチラサイハンバヤスガラントソフトテニス千葉クラブ
21685842 金子 裕貴 カネコ ユウキ ソフトテニス千葉クラブ
29706785 土居 桃子 ドイ モモコ ソフトテニス千葉クラブ
14394157 佐藤 雄天 サトウ ユタカ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
17950510 椎名 誠司 シイナ セイジ ソフトテニス千葉クラブ （無所属）
33256993 安藤 ゆかり アンドウ ユカリ ときわ平ソフトテニスクラブ
33257051 生田 敦 イクタ アツシ ときわ平ソフトテニスクラブ
18861105 海老原 良祐 エビハラ リョウスケ ときわ平ソフトテニスクラブ
25259537 小笠原 共恵 オガサワラ トモエ ときわ平ソフトテニスクラブ
18722451 小坂 茂博 コサカ シゲヒロ ときわ平ソフトテニスクラブ
11510840 鈴木 勉 スズキ ツトム ときわ平ソフトテニスクラブ
33257006 中島 洋美 ナカジマ ヒロミ ときわ平ソフトテニスクラブ
11527282 三浦 玉枝 ミウラ タマエ ときわ平ソフトテニスクラブ
11528432 山崎 浩久 ヤマザキ ヒロヒサ ときわ平ソフトテニスクラブ
13199517 塩島 有紗 シオジマ アリサ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
11525158 中町 聡 ナカマチ サトシ ときわ平ソフトテニスクラブ （無所属）
33243450 櫻田 真弓 サクラダ マユミ ふたばクラブ
24699143 碓井 由美子 ウスイ ユミコ ふたばクラブ （無所属）
33243467 柳澤 千春 ヤナギサワ チハル ふたばクラブ （無所属）
11508717 行方 裕子 ナメカタ ユウコ ふれあいクラブ
24959223 遠藤 大夢 エンドウ ヒロム ルーセント
13601591 篠塚 啓貴 シノツカ ヒロタカ ルーセント
29986033 田場 遥花 タバ ハルカ ルーセント
11498100 星 雅哉 ホシ マサヤ ルーセント
12068913 大浅 玲奈 オオアサ レナ ルーセント （無所属）
12763395 大塚 英樹 オオツカ ヒデキ 旭クラブ
17981491 大松 康人 オオマツ ヤスヒト 旭クラブ
27812617 梶内 純也 カジウチ ジュンヤ 旭クラブ
21157172 高上 佳央梨 タカガミ カオリ 旭クラブ
16036888 高上 裕道 タカガミ ヒロミチ 旭クラブ
12765258 深井 祥貴 フカイ ヨシタカ 旭クラブ
16998551 石井 瑠花 イシイ ルカ 旭クラブ （無所属）
14223013 大塚 美穂 オオツカ ミホ 旭クラブ （無所属）
12668061 飯嶋 健太 イイジマ ケンタ 浦安会
29456987 伊藤 里恵 イトウ リエ 浦安会
12030743 楠本 恭輔 クスモト キョウスケ 浦安会
33124568 崎谷 由加 サキタニ ユカ 浦安会 2022/6/19
33261928 佐藤 義人 サトウ ヨシト 浦安会
18486353 鈴木 玲子 スズキ レイコ 浦安会 2022/6/19
14633683 長野 歩 ナガノ アユミ 浦安会 2022/6/19
12738482 庭山 博樹 ニワヤマ ヒロキ 浦安会
18682328 野嶋 千恵 ノジマ チエ 浦安会 2022/6/19
25002966 松田 開生 マツダ カイ 浦安会 2022/6/19
19526539 森口 想愛良 モリグチ ソアラ 浦安会
15837578 榎本 裕太 エノモト ユウタ 浦安会 （無所属）
29299171 宿谷 誠 シュクヤ マコト 浦安会 （無所属）
11525127 相馬 仁一 ソウマ ジンイチ 浦安会 （無所属）
27560334 中澤 浩一 ナカザワ コウイチ 浦安会 （無所属）
14230745 野嶋 帆南 ノジマ ホナミ 浦安会 （無所属）
11487197 内野 由美子 ウチノ ユミコ 花見川ソフトテニスクラブ



11816898 榑松 あけみ クレマツ アケミ 花見川ソフトテニスクラブ
11522140 松下 春枝 マツシタ ハルエ 我孫子ママさんクラブ
11744382 木口 有三 キグチ ユウゾウ 貝塚中央クラブ
11611271 加賀屋 陽介 カガヤ ヨウスケ 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ
33086040 篠原 仁史 シノハラ ヒトシ 君津市ソフトテニス協会
25820720 鈴木 規行 スズキ ノリユキ 君津市ソフトテニス協会
25820706 飛田 彰博 トビタ アキヒロ 君津市ソフトテニス協会
12642399 熊井 喜一 クマイ キイチ 湖北台ソフトテニスクラブ
27871614 荒川 雪菜 アラカワ ユキナ 湖北台ソフトテニスクラブ
26062433 池上 正信 イケガミ マサノブ 湖北台ソフトテニスクラブ （無所属）
25004007 伊藤 奈穂子 イトウ ナホコ 湖北台ソフトテニスクラブ （無所属）
33299464 栫井 稔 カコイ ミノル 湖北台ソフトテニスクラブ （無所属）
33241555 田崎 拓磨 タサキ タクマ 湖北台ソフトテニスクラブ （無所属）
26062457 三浦 秀樹 ミウラ ヒデキ 湖北台ソフトテニスクラブ （無所属）
11495345 武山 房子 タケヤマ フサコ 幸町クラブ （無所属）
11497165 松岡 洋孝 マツオカ ヒロタカ 幸町クラブ （無所属）
30758308 細川 成通 ホソカワ シゲミツ 黒潮ソフトテニスクラブ
33244099 瀬川 邦雄 セガワ クニオ 佐原ソフトテニスクラブ
11508656 山口 洋司 ヤマグチ ヒロジ 佐原ソフトテニスクラブ
11500728 大越 徳子 オオコシ トクコ 佐倉クラブ
34158197 環 直宏 タマキ ナオヒロ 佐倉クラブ
12107964 豊田 裕道 トヨダ ヒロミチ 佐倉クラブ 2018/7/1
11526001 深谷 美佐子 フカヤ ミサコ 佐倉クラブ
12703454 布施 智子 フセ トモコ 佐倉クラブ
11525424 深谷 侯丞 フカヤ コウスケ 佐倉クラブ
17100120 川辺 由希 カワベ ユキ 佐倉クラブ （無所属）
11515388 小林 裕 コバヤシ ユタカ 佐倉クラブ （無所属）
20256791 宮本 一輝 ミヤモト カズキ 佐倉クラブ （無所属） 2018/7/1
20598884 加藤 伸二 カトウ シンジ 佐倉クラブ （無所属）
12728935 秋山 晴幸 アキヤマ ハルユキ 佐倉市役所 （無所属）
15804884 北沢 健 キタザワ タケル 佐倉市役所 （無所属）
21107504 黒川 智章 クロカワ トモアキ 佐倉市役所 （無所属）
12728937 山形 信行 ヤマガタ ノブユキ 佐倉市役所 （無所属）
29723997 稲生 尚弥 イノウ ナオヤ 四街道ソフトテニスクラブ
21169311 齋木 力哉 サイキ リキヤ 四街道ソフトテニスクラブ
11517825 洲崎 一夫 スザキ カズオ 四街道ソフトテニスクラブ
23532274 吉田 蕗生 ヨシダ ロィ 四街道ソフトテニスクラブ
24960588 瀬川 繭可 セガワ マユカ 市原エイティクラブ
24960571 森 麻奈美 モリ マナミ 市原エイティクラブ
14553349 山﨑 三和子 ヤマサキ ミワコ 市原ドリーム （無所属）
17912693 板倉 尚之 イタクラ ナオユキ 市川ソフトテニスクラブ
11489542 伊藤 信夫 イトウ ノブオ 市川ソフトテニスクラブ
14884078 宇田川 智勝 ウダガワ トモカツ 市川ソフトテニスクラブ
12739812 大橋 卓身 オオハシ タクミ 市川ソフトテニスクラブ
12688910 岸畑 大雅 キシハタ タイガ 市川ソフトテニスクラブ
29685691 木戸 新之助 キド シンノスケ 市川ソフトテニスクラブ
19671123 佐々木 知廣 ササキ トモヒロ 市川ソフトテニスクラブ
11517887 森 正浩 モリ マサヒロ 市川ソフトテニスクラブ
29984374 山口 開也 ヤマグチ カイヤ 市川ソフトテニスクラブ
20092207 新井 悠介 アライ ユウスケ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
12636903 陶山 春花 スヤマ ハルカ 市川ソフトテニスクラブ （無所属）
25261400 飯島 一子 イイジマ イチコ 市川ダックリングテニスクラブ
11485155 池内 良平 イケウチ リョウヘイ 市川ダックリングテニスクラブ 2022/5/8
11525776 西山 敏紀 ニシヤマ トシノリ 市川ダックリングテニスクラブ
26250830 大場 貞男 オオバ サダオ 市川ダックリングテニスクラブ （無所属） 2018/6/10
15886873 大澤 智也 オオサワ トモヤ 市川市役所ソフトテニス部
15064202 井上 拳太郎 イノウエ ケンタロウ 市川市役所ソフトテニス部 （無所属）
32320725 石井 浩 イシイ ヒロシ 志津クラブ （無所属）
11493860 浦島 秀次 ウラシマ ヒデツグ 手賀沼クラブ



11117773 奥島 祥広 オクシマ ヨシヒロ 手賀沼クラブ
10697849 倉持 裕樹 クラモチ ヒロキ 手賀沼クラブ
18410389 鈴木 勇介 スズキ ユウスケ 手賀沼クラブ
13344689 浦嶋 優花 ウラシマ ユカ 手賀沼クラブ （無所属）
33250793 栗原 美千子 クリハラ ミチコ 手賀沼クラブ （無所属）
33250816 遠山 香里 トオヤマ カオリ 手賀沼クラブ （無所属）
33250779 服部 豊 ハットリ ユタカ 手賀沼クラブ （無所属）
33250809 鞠山 由希子 マリヤマ ユキコ 手賀沼クラブ （無所属）
13344641 渡邉 隆一郎 ワタナベ リュウイチロウ手賀沼クラブ （無所属）
33288154 津田 慎吾 ツダ シンゴ 酒々井ソフトテニスクラブ
12117536 清宮 義隆 キヨミヤ ヨシタカ 習志野ソフトテニスクラブ 2022/6/19
19615073 小峯 雄二 コミネ ユウジ 習志野ソフトテニスクラブ
11527398 菅沼 章人 スガヌマ アキト 習志野ソフトテニスクラブ
11527787 菅沼 照子 スガヌマ テルコ 習志野ソフトテニスクラブ
33243542 小松 謙司 コマツ ケンジ 習志野ソフトテニスクラブ （無所属）
33243610 鈴木 一成 スズキ カズナリ 習志野ソフトテニスクラブ （無所属）
33243726 堀 健蔵 ホリ ケンゾウ 習志野ソフトテニスクラブ （無所属）
11486527 青木 計之助 アオキ ケイノスケ 勝浦ソフトテニスクラブ
11523086 羽生 千代子 ハニユウ チヨコ 勝田台クラブ 2019/4/21
16115033 安蒜 知之 アンビル トモユキ 小金原ソフトテニスクラブ
20257026 飯塚 淳一 イイヅカ ジュンイチ 小金原ソフトテニスクラブ
26274133 遠藤 幸子 エンドウ サチコ 小金原ソフトテニスクラブ
12662457 工藤 聡 クドウ サトシ 小金原ソフトテニスクラブ
11700913 柴原 輝匡 シバハラ テルマサ 小金原ソフトテニスクラブ
24893480 菅原 利仁 スガワラ トシヒト 小金原ソフトテニスクラブ
12698846 高藤 悠司 タカトウ ユウジ 小金原ソフトテニスクラブ
21200731 高野 翔平 タカノ ショウヘイ 小金原ソフトテニスクラブ
11529613 高橋 康子 タカハシ ヤスコ 小金原ソフトテニスクラブ
22452474 照沼 絵里 テルヌマ エリ 小金原ソフトテニスクラブ
21121852 橋詰 由紀 ハシヅメ ユキ 小金原ソフトテニスクラブ
11465997 三木 里麻 ミキ リマ 小金原ソフトテニスクラブ
25137477 村田 朝絵 ムラタ アサエ 小金原ソフトテニスクラブ
10752623 室谷 洋平 ムロタニ ヨウヘイ 小金原ソフトテニスクラブ
11750307 井上 しのぶ イノウエ シノブ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
33269856 木村 秀之 キムラ ヒデユキ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
26020228 久保田 明美 クボタ アケミ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11528326 佐宗 弘子 サソウ ヒロコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11749912 鈴木 喜久子 スズキ キクコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
26020273 高橋 京子 タカハシ キョウコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11530848 益田 忠 マスダ タダシ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
26020327 山口 江津子 ヤマグチ エツコ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
11750277 渡部 きよみ ワタナベ キヨミ 小金原ソフトテニスクラブ （無所属）
32132564 谷津 正次 ヤツ ショウジ 松戸クラブ
11485476 巖 直子 イワオ ナオコ 沼南風早クラブ
20281359 石井 真奈美 イシイ マナミ 成田クラブ
16506008 大谷 一斗 オオタニ カズト 成田クラブ
25151299 川嶋 博三 カワシマ ヒロミ 成田クラブ
22340245 小暮 絵未 コグレ カエミ 成田クラブ
15878243 佐藤 祐馬 サトウ ユウマ 成田クラブ
14639265 徳田 進 トクタ ススム 成田クラブ
18000153 藤﨑 智弘 フジサキ トシヒロ 成田クラブ
15990938 山中 好恵 ヤマナカ ヨシエ 成田クラブ
10784549 中村 浩士 ナカムラ ヒロシ 成田クラブ
12688896 浅井 美帆 アサイ ミホ 成田クラブ （無所属）
18000160 飯嶋 一敬 イイジマ カズヒロ 成田クラブ （無所属）
12808281 小堤 英梨 オツヅミ エリ 成田クラブ （無所属）
29756629 小平 千波 コダイラ チナミ 青葉台クラブ （無所属）
20390921 越後谷 孝大 エチゴヤ コウダイ 千葉県庁
11498933 宮崎 修一 ミヤザキ シユウイチ 千葉県庁



11497172 新堀 忠次 ニイホリ チユウジ 千葉市民クラブ （無所属）
20001995 星野 優衣 ホシノ ユイ 千葉市役所
32159530 青島 一貴 アオシマ カズキ 船橋クラブ
11507208 小高 孝夫 オダカ タカオ 船橋クラブ
21107191 清澤 信也 キヨサワ シンヤ 船橋クラブ
15177643 高安 千裕 タカヤス チヒロ 船橋クラブ
11524915 平川 頼子 ヒラカワ ヨリコ 船橋クラブ
14587191 井上 英人 イノウエ ヒデト 船橋高根台クラブ
11499749 上田 弘子 ウエダ ヒロコ 船橋高根台クラブ
36469284 相馬 千里 ソウマ チサト 船橋高根台クラブ
11508557 竹之内 恵子 タケノウチ ケイコ 船橋高根台クラブ
25042511 林 静江 ハヤシ シズエ 船橋高根台クラブ （無所属）
11485964 鬼塚 利子 オニヅカ トシコ 船橋木曜会 （無所属）
11523291 石橋 勉 イシバシ ツトム 船橋緑会 （無所属）
23533547 板橋 英治 イタバシ エイジ 大山口ソフトテニスクラブ
11487296 岩島 典男 イワシマ ノリオ 中台テニスクラブ
14352041 片岸 尚子 カタギシ ナオコ 中台テニスクラブ
23717824 斎藤 政之 サイトウ マサユキ 中台テニスクラブ
25021042 中島 あき江 ナカジマ アキエ 中台テニスクラブ
25709247 星 秀雅 ホシ ヒデマサ 中台テニスクラブ
26315102 宮脇 勝 ミヤワキ マサル 中台テニスクラブ
32208641 白土 勝史 シラト カツシ 銚子クラブ
32208207 星野 善雄 ホシノ ヨシオ 銚子クラブ
11500674 黒川 真由美 クロカワ マユミ 天台クラブ
11507932 田中 和江 タナカ カズエ 天台クラブ
20141509 齋藤 裕子 サイトウ ユウコ 日本製鉄君津
20038274 久木田 まい クキタ マイ 日本製鉄君津 （無所属）
24972413 小泉 壽宗 コイズミ ヒサムネ 日本製鉄君津 （無所属）
11524199 井上 晴視 イノウエ ハルミ 柏クラブ
11502593 小川 忠 オガワ タダシ 柏クラブ
11506874 川原 順子 カワハラ ジユンコ 柏クラブ
11528241 杉本 美雪 スギモト ミユキ 柏クラブ
11522836 村岡 守男 ムラオカ モリオ 柏クラブ
16390454 入澤 幸江 イリサワ ユキエ 柏市レデイースソフトテニス連盟
12663844 岩田 恵津子 イワタ エツコ 柏市レデイースソフトテニス連盟
33266183 千葉 規仁 チバ ノリヒト 柏市役所 （無所属）
11514695 田中 輝子 タナカ テルコ 柏千代田クラブ
20555986 小磯 俊太 コイソ シュンタ 柏優会 （無所属）
20555924 常深 翔太 ツネミ ショウタ 柏優会 （無所属）
11488316 渡辺 修 ワタナベ オサム 柏葉クラブ
11505761 加藤 良太 カトウ リヨウタ 八街ソフトテニスクラブ
24209076 安藤 巧実 アンドウ タクミ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
29784646 渡邉 真之介 ワタナベ シンノスケ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
33538693 中里 誠 ナカザト マコト 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． （無所属）
30064126 小幡 優晴 オバタ ユウセイ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． （無所属）
19870205 本村 創 ホンムラ ハジメ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． （無所属）
12781513 小林 光江 コバヤシ ミツエ 北柏ライフタウンテニスクラブ
11507185 斎藤 てる子 サイトウ テルコ 北柏ライフタウンテニスクラブ
32146677 藤家 美衣 フジイエ ミエ 北柏ライフタウンテニスクラブ
25034196 宮 敦 ミヤ アツシ 北柏ライフタウンテニスクラブ
25034158 武永 敬明 タケナガ タカアキ 北柏ライフタウンテニスクラブ （無所属）
11516552 橋本 茂男 ハシモト シゲオ 北柏ライフタウンテニスクラブ （無所属）
11493372 高師 千春 タカシ チハル 明日香
11486275 尾後貫 君子 オゴヌキ キミコ 茂原クラブ
32035674 田中 閑香 タナカ ノドカ 茂原クラブ
10798072 本多 和典 ホンダ カズノリ 茂原クラブ （無所属）
33039695 小笠原 晃良 オガサワラ アキラ 木友ソフトテニスクラブ
20446390 齋藤 瑞穂 サイトウ ミズホ 木友ソフトテニスクラブ
26403298 松下 万柚 マツシタ マユ 木友ソフトテニスクラブ



20211059 山 歩未 ヤマ アユミ 木友ソフトテニスクラブ
15371690 渡辺 寿人 ワタナベ ヒサト 木友ソフトテニスクラブ （無所属）
11485551 赤金 利章 アカガネ トシアキ 野田クラブ
11747369 東郷 優成 トウゴウ ユウセイ 野田クラブ
25235821 松波 稔 マツナミ ミノル 野田クラブ
33256153 相島 恭子 アイジマ キョウコ 野田ヤルキーズ
33256160 遠藤 奈緒美 エンドウ ナオミ 野田ヤルキーズ
11515647 平井 豊子 ヒライ トヨコ 野田ヤルキーズ
11782216 斉藤 征二 サイトウ セイジ 流山ＥＭＴ
33235646 斉藤 利喜子 サイトウ リキコ 流山ＥＭＴ
33245249 三浦 清六 ミウラ セイロク 流山ＥＭＴ
15062833 石川 康平 イシカワ コウヘイ 流山クラブ
19610269 小林 保雄 コバヤシ ヤスオ 流山クラブ
24988476 正部家 満 ショウブケ ミツル 流山クラブ
11517337 高市 正人 タカイチ マサト 流山クラブ
14186059 星野 三千夫 ホシノ ミチオ 流山クラブ
18879797 矢島 啓佑 ヤジマ ケイスケ 流山クラブ
12756047 石井 沙央里 イシイ サオリ 流山クラブ （無所属）
33238814 岩崎 理那 イワサキ リナ 流山クラブ （無所属）
11501138 大西 スエ オオニシ スエ 流山ママクラブ

25054811 本間 喜代美 ホンマ キヨミ 横芝光町立横芝中学校
14548192 谷 友輝 タニ トモキ 横芝光町立光中学校
10778531 寺本 慎吾 テラモト シンゴ 横芝光町立光中学校
14887932 栢木 将 カヤノキ ショウ 鴨川市立鴨川中学校 （無所属）
16659698 鈴木 翔太 スズキ ショウタ 館山市立第1中学校 （無所属）
33860107 田部井 広旗 タベイ ヒロキ 館山市立第2中学校 （無所属）
33457345 村野井 渉 ムラノイ ワタル 君津市立君津中学校
11492238 苅込 雅記 カリコミ マサキ 君津市立八重原中学校
33302881 齋藤 直美 サイトウ ナオミ 君津市立八重原中学校
32272413 佐久間 毅明 サクマ タカハル 君津市八重原中学校 （無所属）
33635057 川口 千尋 カワグチ チヒロ 君津市立久留里中学校 （無所属）
33607894 新保 貴大 シンボ タカヒロ 君津市立周西中学校 （無所属）
32498530 岩佐 朋美 イワサ トモミ 君津市立周南中学校 （無所属）
32038637 松本 堅志 マツモト タカユキ 君津市立八重原中学校 （無所属）
14752926 増田 崚人 マスダ リョウト 千葉県銚子市立銚子中学校
12636875 島田 優 シマダ ユウ 千葉市立山王中学校 （無所属）
20429065 若林 伸男 ワカバヤシ ノブオ 船橋市立小室中学校
18548624 石川 菜波 イシカワ ナナミ 袖ヶ浦市立蔵波中学校
33616667 寺田 陽美 テラダ ハルミ 袖ヶ浦市立根形中学校 （無所属）
33909042 杉岡 祐希 スギオカ ユウキ 南房総市立白浜中学校
33570075 松本 和子 マツモト ワコ 南房総市立嶺南中学校 （無所属）
33397610 鈴木 正隆 スズキ マサタカ 富津市立大佐和中学校
15066534 板垣 樹 イタガキ タツキ 富津市立天羽中学校
33586830 白石 智哉 シライシ トモヤ 富津市立富津中学校
33603476 篠﨑 允義 シノザキ マサヨシ 富津市立佐貫中学校 （無所属）
31237390 須藤 真司 スドウ マサシ 木更津市立岩根西中学校
26616636 庄司 志遠 ショウジ シオン 木更津市立波岡中学校
30947610 豊島 智行 トヨシマ トモユキ 木更津市立木更津第一中学校
29492480 金田 健太郎 カネダ ケンタロウ 木更津市立岩根西中学校 （無所属）
12772550 高原 良江 タカハラ ヨシエ 昭和学院中学校

33285122 三木 淳 ミキ ジュン 千葉県高体連１地区顧問 （無所属）
21099144 伊藤 嘉英 イトウ ヨシヒデ 千葉県高体連３地区顧問
18347807 佐藤 克彦 サトウ カツヒコ 千葉県高体連３地区顧問
11490265 平山 公治 ヒラヤマ コウジ 千葉県高体連３地区顧問
32072648 井野 克哉 イノ カツヤ 千葉県高体連３地区顧問 （無所属）
16429949 井上 悦宏 イノウエ ヨシヒロ 千葉県高体連３地区顧問 （無所属）
18320510 保科 菜津美 ホシナ ナツミ 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
23983205 竹蓋 大樹 タケブタ ヒロキ 千葉県高体連５地区顧問
14630644 田村 尚雄 タムラ ヒサオ 千葉県高体連７地区顧問 （無所属）
25050349 土田 尚樹 ツチダ ナオキ 千葉県高体連９・１０地区顧問
16457799 木谷 有希 キタニ ユウキ 千葉県高体連９・１０地区顧問 （無所属）
33280486 金子 大輔 カネコ ダイスケ 千葉県高体連第６・８地区顧問
34198353 佐藤 康平 サトウ コウヘイ 千葉県高体連第６・８地区顧問
33280172 礒脇 祐紀 イソワキ ユウキ 千葉県高体連第６・８地区顧問 （無所属）
33280202 津田 匠 ツダ タクミ 千葉県高体連第６・８地区顧問 （無所属）
18719369 長谷川 龍之介 ハセガワ リュウノスケ 千葉県高体連第６・８地区顧問 （無所属）


