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種目 所属 種目 所属
中西　雄希 個人登録 ○ 間瀬　さやか ウィスタリア
森　直樹 はりーあっぷ ○ 中村　めぐみ ウィスタリア
中口　竜郎 はりーあっぷ 上川原　恵利 ウィスタリア
立松　幹浩 東海クラブ 中口　詩織 はりーあっぷ
山口　真誉 SETOMINTON 深谷　雅代 フレスカ
加藤　俊弘 豊田自動織機 篠原　里美 岩倉パラレル
永田　伊吹 名古屋鉄道 45WS 清水　美紀 瑞穂クラブ
井上　道彦 BSモリタ 水野　良子 小牧
福本　尚太 豊田自動織機 杉本　美佐子 日進
山内　康弘 岩倉パラレル 鈴木　信子 三好
平野　貴大 個人登録 ○ 億田　幸子 一宮

○ 中島　正人 貴船BC ○ 戸田　眞澄 一宮
遠藤　博史 Oh My Gut 倉谷　昌子 名古屋徳川

鈴木　敦也 Oh My Gut ○ 菱田　和枝 名古屋あすなろ
大江　佑介 JumSma 道家　幸 一宮
野名　拓也 東海郵政
多久島　一慶 紫電会
玉木　利弥 不老クラブ
浅野　孝基 東海クラブ 種目 所属
篠原 義久 NOT-SOY 井上　道彦 BSモリタ

○ 山脇　克泰 ハネツキ会 ○ 大友　陽介 山梨県
○ 源口　哲史 紫電会 多久島　一慶 紫電会

中根　竜也 BS MORITA 立松　幹浩 東海クラブ
野村　憲康 BSモリタ 中居　聖 岩倉パラレル
長谷川　学 瑞穂クラブ 籾山正貴 岐大ＢＣ
加藤　貴人 呉越同舟 永田　伊吹 名古屋鉄道
山﨑　大 ハネツキ会 山内　康弘 岩倉パラレル
佐藤　慎雄 ＲＨＢＴ 中西　雄希 個人登録
篠原　彰 不老クラブ 酒井　宏治 個人登録
菊池　幸司 横須賀クラブ 森　直樹 はりーあっぷ
小島　知之 DANDE LION 中口　竜郎 はりーあっぷ
千葉　誠 DANDE LION 桂　秀典 豊田自動織機
中山　和夫 ハネツキ会 芳賀　涼 豊田自動織機

○ 中島　信頼 個人登録 福本　尚太 豊田自動織機
○ 角藤　利明 JumSma 加藤　俊弘 豊田自動織機

市川　清伸 JumSma 奥野　静修 Act Zero
小林　誠 豊田自動織機 平野　貴大 個人登録
大塚　英一 BS MORITA 寳力　雄太 Ｂ－ＣＲＥＷ
金子　豊治 羽根人 角田　浩二 貴船ＢＣ
安井　憲司 ＡＴＯＭ 小坂井　智章 ＳＧα
佐藤　崇裕 豊田自動織機 奥田　恒太 ＳＧα

平林　哲也 RSノナカ ○ 中島　正人 貴船BC
田中　桂介 JUPITER ○ 竹内　栄作 貴船BC
関　輔 三菱自動車岡崎 ○ 源口　哲史 紫電会
宇佐見　達也 東海シャトルズ ○ 小吹　公彦 茨城県
高桑　敏郎 名古屋市役所 北川　剛 ＲＨＢＴ

○ 永多　実 大門ＢＣ 濱本　昌也 SMAGAN
○ 田中　章裕 豊川高校 長尾　一毅 DANDE　LION

森本　順 名北クラブ 千葉　誠 DANDE　LION
森　大二 トヨタ紡織 鈴木　敦也 Oh My Gut
船木　勝正 大門ＢＣ 遠藤　博史 Oh My Gut
村田　高人 シャトルまかせ 篠原　彰 不老クラブ
土井　浩司 堤BC 玉木　利弥 不老クラブ
長井　孝史 三菱重工名古屋 浅野　孝基 東海クラブ
田中　光 フレスカ 本山　宏士 広島県
塩澤　源市 個人登録 ○ 磯貝　謙太郎 紫電会
大塚　政典 Cｕｃｋｏｏ愛知 百丸　祐輝 ウィスタリア
岩渕　信司 豊田自動織機 大塚　英一 BS　MORITA
細江　哲雄 振甫クラブ 加藤　貴人 呉越同舟

○ 橋村　義春 愛知製鋼 伊藤　峰人 B-CREW
青山　忠雄 三菱重工名古屋 吉川　功次郎 ウィスタリア
福井　邦芳 名港クラブ 中村　穣 シャトルメイツ
磯本　朝雄 Tsutsumi 中村　俊則 シャトルメイツ

○ 青山　伸幸 大門ＢＣ 中根　竜也 BS MORITA
○ 岸　邦晴 名古屋北クラブ 林　朝陽 大阪府

荒井　和夫 桜井ＢＣ 相武　成明 横須賀クラブ
越前屋　直行 ＲＨＢＴ 宇佐見　達也 東海シャトルズ

○ 川瀬　信治 ＮＡＮＺＡＮクラブ 深谷　麻里夫 WEST WING
大野　俊彦 東海シャトルズ 鈴木　豊三 NKC BC
坂本　和親 東海シャトルズ 竹内　敦史 フレスカ

○ 長尾　又兵衛 ＮＡＮＺＡＮクラブ 村上　大作 中川シャトル
栗須　昌三 東海シャトルズ 山﨑　大 ハネツキ会
恵木　康行 個人登録 野村　憲康 BSモリタ
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種目 所属 種目 所属
梶野　博規 横須賀クラブ ○ 間瀬　さやか ウィスタリア
前田　正三 個人 ○ 山田　雅子 佐賀県
小島　知之 DANDE　LION ○ 中村　めぐみ ウィスタリア
長谷川　学 瑞穂クラブ ○ 川嶋　亜矢子 三重県
大浦　直人 Rounins ○ 加藤　千里 豊田通商
古田　圭三 風林火山 木村　綾 豊田通商

○ 岡田　耕作 大門BC 酒井　咲絵 豊田自動織機
○ 中島　信頼 個人登録 上川原　恵利 ウィスタリア
○ 角藤　利明 JumSma 上田　幸 中川シャトル

田中　晃二 青森県 中野　絵美 岐阜県
長井　孝史 三菱重工名古屋 町田　美帆 Rise BC
関　輔 三菱自動車岡崎 石井　真喜 個人登録
小林　誠 豊田自動織機 中口　詩織 はりーあっぷ
佐藤　崇裕 豊田自動織機 池田　歩美 石川県

平林　哲也 RSノナカ ○ 真田　範子 RHBT
田中　桂介 JUPITER 鈴木　宏枝 神奈川県
盛林　稚多雄 東海郵政 山台　まみ Tsutumi
鯉江　信明 MUSCLE  CLUB 鈴木　千里 三好BC
廣田  一 Mille-Feuille 田中　美月 フレスカ
久木田  佳裕 Mille-Feuille 川﨑　史惠 Ｂ－ＣＲＥＷ

○ 松原　伸幸 貴船BC ○ 高倉　あゆみ ＲＨＢＴ
○ 岡本　哲哉 フライト ○ 南村　真紀 東京都
○ 永多　実 大門ＢＣ 山下　美幸 豊田通商

越山　剛 大門ＢＣ 田中　江理子 Tsutsumi 
冨田　俊二 紫電会 近藤　小有里 横須賀クラブ
森本　順 名北クラブ 相武　美香子 横須賀クラブ
船木　勝正 大門ＢＣ 河合　千織 JUPITER
鬼頭　武資 大門ＢＣ 佐藤　三葉 MOKUREN
吉田　好克 横須賀クラブ 篠原  里美 岩倉パラレル
土井　浩司 堤BC 鈴木  須光代 Mille-Feuille
村田　高人 シャトルまかせ 冨田　佳美 RHBT
森　大二 トヨタ紡織 ○ 笹村　和子 富山県
下忠　勝己 ブッチャーズ 廣田　京子 ＪＵＰＩＴＥＲ
安宅　誠 秋田県 廉野　裕美 ＪＵＰＩＴＥＲ
近藤　祥夫 ひいらぎBC 清水　美紀 瑞穂クラブ

○ 塩澤　源市 個人登録 山根　洋子 中川シャトル
岩渕　信司 豊田自動織機 近藤　志津 leaders
新田　正喜 BS MORITA 梶田　恭子 SETOMINTON
佐野　章 ブッチャーズ 野々山　千恵子 三好
鬼頭　尚見 ウイスタリア 井家　晴美 石川県

西村　晃 北海道 安藤　志津子 Cｕｃｋｏｏ愛知
岩舘　利男 東海シャトルズ 竹内　ひろみ Cｕｃｋｏｏ愛知

浅野　勇 岩倉パラレル 小池　由紀子 ウイスタリア
○ 増金　秀行 徳島県 佐野　里美 ブッチャーズ

上前　茂人 大門ＢＣ 加藤　稲代 三好
川原　雅治 名北クラブ 榊原　やよい 三好
豊永　清孝 横須賀クラブ 佐藤　郁江 瑞穂クラブ
齋藤　敏和 横須賀クラブ 市野　寿子 ＪＵＰＩＴＥＲ
福井　邦芳 名港クラブ 永井　裕子 名古屋わかしゃち
磯本　朝雄 Tsutsumi 原田　志保 名古屋わかしゃち

○ 青山　伸幸 大門ＢＣ ○ 山西　智佳子 岡崎フェニックス
浅見　初男 東京都 ○ 久保　知佳子 千葉県
園部　繁夫 東海シャトルズ 粟野　千津子 名古屋あすなろ

○ 岸　邦晴 名北クラブ ○ 依田　礼理 神奈川県
近藤　一男 岩倉パラレル 加藤　典子 中川シャトル
大河内　潔 ブッチャーズ 井口　勢津子 中川シャトル

○ 百々　俊宗 ヤングシルバ－ 三ツ石　るみ子 横須賀クラブ
○ 川瀬　信治 ＮＡＮＺＡＮクラブ 齋藤　敏恵 横須賀クラブ

武田　正雄 豊田自動織機 西川　福美 岡崎フェニックス
東田　和弘 奈良県 井上　貴子 名古屋徳川
大野　俊彦 東海シャトルズ 西本　民子 春日井
坂本　和親 東海シャトルズ 村上　啓子 小牧
森下　清美 高知県 水野　良子 小牧
岩田　恒夫 東海シャトルズ 杉本　美佐子 日進
筒井　公夫 ヤングシルバー 城　明美 ブッチャーズ
斉藤　勝 宮城県 佐野　信子 ベアーズ

○ 長尾　又兵衛 ＮＡＮＺＡＮクラブ 寳力　京子 B-CREW
青木　孝治 岐阜県 水野　恵以子 SETOMINTON

○ 山本　敏夫 三好BC 池田　やす子 富山県
斉郷　秀一 東京都 門間　由美子 豊田
恵木　康行 個人登録 鈴木　信子 三好BC
栗須　昌三 東海シャトルズ 平岩　美代子 安城
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種目 所属 種目 所属
田中　京子 岡崎フェニックス ○ 松原　伸幸 貴船BC

○ 戸田　眞澄 一宮 松原　真弓 三重県
○ 億田　幸子 一宮 鬼頭　武資 大門ＢＣ

山村　由枝 茨城県 ○ 夏目　恵子 神奈川県
中　洋子 犬山 吉田　好克 横須賀クラブ

○ 仲道　雪枝 茨城県 齋藤　敏恵 横須賀クラブ
酒井　しづ子 名古屋徳川 鬼頭　尚見 ウィスタリア

○ 秋山　陽子 三重県 小池　由紀子 ウィスタリア
井上　博子 尾張旭 下忠　勝己 ブッチャーズ
倉谷　昌子 名古屋徳川 佐藤　郁江 瑞穂クラブ

○ 山本　しず子 岡崎フェニックス 佐野　章 ブッチャーズ
○ 山尾　節子 群馬県 佐野　里美 ブッチャーズ

末永　加代子 名古屋名城 ○ 神代　和久 富山県
○ 矢野　節子 東京都 ○ 山西　智佳子 岡崎フェニックス

○ 三浦　和子 名古屋あすなろ 新田　正喜 BS MORITA
○ 佐藤　督子 宮城県 門間　由美子 豊田

道家　幸 一宮 加藤　元久 中川シャトル
尾崎　喜代子 岐阜県 加藤　典子 中川シャトル

大河内　潔 ブッチャーズ
寳力　京子 B-CREW
上前　茂人 大門ＢＣ

種目 所属 佐野　信子 ベアーズ
酒井　宏治 個人登録 齋藤　敏和 横須賀クラブ
酒井　咲絵 豊田自動織機 三ツ石　るみ子 横須賀クラブ
鶴田　久幸 三好 川原　雅治 名北クラブ
鈴木　千里 三好 水野　恵以子 SETOMINTON
吉川　功次郎 ウィスタリア 城　保彦 東海シャトルズ
田中　扶有美 さおりBC 城　明美 ブッチャーズ
奥野　静修 Act Zero 西川　直治郎 ヤングシルバー
町田　美帆 Rise BC 西川　福美 岡崎フェニックス
岩﨑　健吾 South　Blue 武田　正雄 豊田自動織機
上田　幸 中川シャトル 武田　京子 刈谷
佐藤　大樹 Oh My Gut 園部　繁夫 東海シャトルズ
佐藤　瞳 個人登録 田中　京子 岡崎フェニックス
古田　圭三 風林火山 藤森　秀信 茨城県
服部　由佳 風林火山 酒井　しづ子 名古屋徳川

○ 本沢　豊 神奈川県 ○ 百々　俊宗 ヤングシルバ－
○ 真田　範子 RHBT ○ 長谷川　さつよ 豊田

横井  洋也州 JUPITER 斉藤　勝 宮城県
中川  和美 Mille-Feuille ○ 山本　しず子 岡崎フェニックス
中村　穣 シャトルメイツ 筒井　公夫 ヤングシルバー
中村　寛子 シャトルメイツ 末永　加代子 名古屋名城

○ 磯貝　謙太郎 紫電会 岩田　恒夫 東海シャトルズ
○ 加藤　千里 豊田通商 吉田　玲子 大阪府
○ 大塚　龍義 東京都 ○ 鈴木　勝美 三菱電機稲沢
○ 高倉　あゆみ ＲＨＢＴ ○ 大塚　かつ江 埼玉県

梶野　博規 横須賀クラブ ○ 山本　敏夫 三好BC
市野　寿子 JUPITER ○ 村上　きよ子 山形県
鈴木　豊三 NKC 堀　孝之助 神奈川県
山口　カオリ フレスカ ○ 三浦　和子 名古屋あすなろ

○ 岡本　哲哉 ＦＬＩＧＨＴ
○ 慶秀　清子 福井県

清水　誠司 振甫クラブ
清水　真実 振甫クラブ

※今年度愛知県割り当て数「261」に対して出場者希望者は推薦者を含めて「230」でした
　今後出場希望者が増え割り当て数を超えた場合は前年度の県社会人大会を予選会と位置づけて選手選考を行います

※申込みの際個人的な申込みや複数にまたがっての申込みはおやめください
　今後そのような申込みをされた場合は受け取れない場合があります
　また、所属団体名の間違いが多数ありましたので入力にはご注意ください
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