
男子シングルス（申込受付順） 

種目 名前 所属チーム名 
桂 秀典 豊田自動織機 
加藤 俊弘 豊田自動織機 
福本 尚太 豊田自動織機 
千葉 俊輔 RS ノナカ 
山田 哲也 大門ＢＣ 
中口 竜郎 はりーあっぷ 
森 直樹 はりーあっぷ 
中村 佳和 ウィスタリア 
山内 康弘 フレスカ 
中山 聡 Oh my gut 
山口 真誉 SETOMINTON 
立松 幹浩 東海クラブ 

30MS 

大岡 兄昌 G.sｐank 
野名 拓也 東海郵政 
高井 伸幸 Sgα 
小坂井 智章 Sgα 
中島 正人 貴船 BC 
加島 慎也 中川シャトル 
三ツ石 治 横須賀クラブ 
遠藤 博史 Oh my gut 
阿部 真也 愛知製鋼 

35MS 

篠原 義久 NOT-SOY 
小島 知之 DANDE LION 
千葉 誠 DANDE LION 
中根 竜也 BS MORITA 
清水 和信 愛知県庁 
山脇 克泰 ハネツキ会 
山﨑 大 ハネツキ会 
源口 哲史 紫電会 
篠原 彰 不老クラブ 
菊池 幸司 横須賀クラブ 
下島 直樹 フレスカ 
成富 伸也 愛知製鋼 

40MS 

佐藤 慎雄 ＲＨＢＴ 
柳田 順一 ＡＴＯＭ 
大塚 英一 BS MORITA 
加藤 貴人 呉越同舟 
角藤 利明 JumSma 
安井 憲司 ＡＴＯＭ 
市川 清伸 JumSma 
佐藤 崇裕 豊田自動織機 
上野 敏弘 三好 
鯉江 信明 MUSCLE CLUB 
岡 裕之 岩倉パラレル 
平林 哲也 RS ノナカ 
中島 信頼 個人登録 
梅村 敦司 愛三工業 
伊藤 彰敏 三菱重工名古屋 
定月 泰道 三菱重工名古屋 
金子 豊治 羽根人 
大野 敦 羽根人 
高桑 敏郎 名古屋市役所 
永田 一郎 Oh my gut 
淡路谷 浩 個人登録 

45MS 

関 広志 WEST WING 
西山 智彦 シャトルまかせ 
稲垣 亨 呉越同舟 
稲垣 計規 SETOMINTON 
宇佐見 達也 東海シャトルズ 
岩田 頼茂 BS MORITA 
船木 勝正 大門ＢＣ 
成瀬 達吉 大門ＢＣ 
鬼頭 武資 大門ＢＣ 
田中 章裕 豊川高校 

50MS 

森本 順 名北クラブ 

松尾 廣喜 中川シャトル 
長井 孝史 三菱重工名古屋 50MS
田中 光 フレスカ 
橋本 徳敬 ステーラーズ 
岩渕 信司 豊田自動織機 
村田 高人 シャトルまかせ 
塩澤 源市 個人登録 
大塚 政典 Cuckoo 愛知 
細江 哲雄 振甫クラブ 

55MS

峰 登志郎 ジェイテクト 
福井 邦芳 名港クラブ 
磯本 朝雄 Tsutsumi 
羽田 吉孝 愛三工業 
青山 忠雄 三菱重工名古屋 

60MS

橋村 義春 愛知製鋼 
岸 邦晴 名北クラブ 

65MS
青山 伸幸 大門ＢＣ 
斉藤 良二 アイシン AI 
園部 繁夫 東海シャトルズ 
坂本 和親 東海シャトルズ 
大野 俊彦 東海シャトルズ 

70MS

越前屋 直行 ＲＨＢＴ 
栗須 昌三 東海シャトルズ 

75MS
長尾 又兵衛 ＮＡＮＺＡＮ 

80MS 山本 敏夫 三好 
   
   
   
   
   
   

女子シングルス（申込受付順） 

種目 名前 所属チーム名 
間瀬 さやか ウイスタリア 
中村 めぐみ ウィスタリア 
花堂 季子 横須賀クラブ 
市川 新子 Cuckoo 愛知 

30WS

大草 結花 Tsutsumi 
山本 宏美 DANDE LION 
渡邊 仁美 RHBT 
安福 裕子 三好 
田中 扶有美 さおり BC 
飯田 香里 Cuckoo 愛知 

35WS

勝呂 繭子 Oh my gut 
佐藤 実季 横須賀クラブ 
深谷 雅代 フレスカ 40WS
真田 範子 ＲＨＢＴ 
清水 美紀 瑞穂クラブ 
濱田 明日香 フレスカ 45WS
中林 明子 Cuckoo 愛知 
峰 悦子 Cuckoo 愛知 

50WS
飯田 ゆかり west wing 
野村 敬子 岡崎フェニックス 

55WS
小池 由紀子 ウイスタリア 
水野 良子 小牧 

60WS
杉本 美佐子 名古屋あすなろ 
渡辺 洋子 岡崎フェニックス 
倉谷 昌子 名古屋徳川 65WS
億田 幸子 一宮 

70WS 戸田 眞澄 一宮 
道家 幸 一宮 
菱田 和枝 名古屋あすなろ 75WS
山本 しず子 岡崎フェニックス 
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男子ダブルス（申込受付順） 

種目 名前 所属チーム名 
森本 有一 G.spank 
竹川 耕平 鳥取県 
桂 秀典 豊田自動織機 
芳賀 涼 豊田自動織機 
福本 尚太 豊田自動織機 
加藤 俊弘 豊田自動織機 
安井 孝児 BS MORITA 
古里 崇志 BS MORITA 
中居 聖 岩倉パラレル 
籾山 正貴 岐大 BC 
森 直樹 はりーあっぷ 
中口 竜郎 はりーあっぷ 
寳力 雄太 B-crew 
角田 浩二 貴船ＢＣ 
永田 伊吹 名古屋鉄道 
山内 康弘 フレスカ 
浅野 貴成 ウィスタリア 
吉村 拓也 ウィスタリア 
奥野 静修 Rise BC 
藤川 拓也※ ウィスタリア 
山口 真誉 SETOMINTON 
樋田 雅久 DENSO 
立松 幹浩 東海クラブ 

30MD 

杉崎 雄一 ひいらぎ BC 
坂上 裕哉 トヨタ自動車 
鎌田 正幸 個人登録 
高井 伸幸 Sgα 
小坂井 智章 Sgα 
清水 和信 愛知県庁 
野口 誠 不老クラブ 
中島 正人 貴船 BC 
竹内 栄作 貴船 BC 
遠藤 博史 Oh my gut 
鈴木 敦也 Oh my gut 
岡 祐介 Rise BC 
橘川 淳 岐阜県 
阿部 真也 愛知製鋼 
遠藤 隆行 新潟県 
北川 剛 ＲＨＢＴ 

35MD 

濱本 昌也 ＳＭＡＧＡＮ 
柳田 順一 ＡＴＯＭ 
水野 隆博 ＡＴＯＭ 
小島 知之 DANDE LION 
千葉 誠 DANDE LION 
百丸 祐輝 ウィスタリア 
磯貝 謙太郎 紫電会 
森 友隆 ブッチャーズ 
諏訪 法男 ブッチャーズ 
野村 憲康 BS MORITA 
中根 竜也 BS MORITA 
野田 昌明 貴船 BC 
田中 均 貴船 BC 
市川 信義 SMAGAN 
川瀬 正巳 SMAGAN 
能 雄一郎 SMAGAN 
坂原 尚 栃木県 
竹内 敦史 中川シャトル 
村上 大作 中川シャトル 
永田 一郎 Oh my gut 
篠原 彰 不老クラブ 
深谷 麻里夫 WEST WING 
豊浦 展旨 羽根人 
中村 穣 シャトルメイツ 
中村 俊則 シャトルメイツ 
伊藤 峰人 Ｂ-ＣＲＥＷ 
吉川 功次郎 ウィスタリア 
梶野 博規 横須賀クラブ 
鈴木 豊三 ＮＫＣ 
下島 直樹 フレスカ 

40MD 

佐藤 伸郎 フレスカ 

森木 義隆 WEST WING 
関 広志 WEST WING 
鈴川 政樹 ウィスタリア 

40MD

中尾 友広 ウィスタリア 
大塚 英一 BS MORITA 
加藤 貴人 呉越同舟 
角藤 利明 JumSma 
安井 憲司 ATOM 
小林 誠 豊田自動織機 
佐藤 崇裕 豊田自動織機 
牧本 学 MUSCLE 
渡邉 正裕 中電火力 
久木田 佳裕 Mille-Feuille 
生田 純也 振甫クラブ 
盛林 稚多雄 東海郵政 
鯉江 信明 MUSCLE CLUB 
岡 裕之 岩倉パラレル 
照沼 貴人 茨城県 
平林 哲也 RS ノナカ 
田中 桂介 JUPITER 
大野 敦 羽根人 
金子 豊治 羽根人 
大浦 直人 Rounins 
古田 圭三 風林火山 
淡路谷 浩 個人登録 
伊藤 健彦 千葉県 
佐藤 雅史 ＲＳノナカ 

45MD

清水 誠司 振甫クラブ 
稲垣 計規 SETOMINTON 
稲垣 亨 呉越同舟 
下忠 勝己 ブッチャーズ 
原 文俊 秋田県 
廣田 一 Mille-Feuille 
杉山 誓英 ブッチャーズ 
黒住 渉 三好 
古川 拓幸 中川シャトル 
村田 高人 シャトルまかせ 
森 大二 トヨタ紡織 
越山 剛 大門 BC 
岩田 頼茂 BS MORITA 
浜崎 久義 アイシン AW 
越田 佳之 アイシン AW 
船木 勝正 大門ＢＣ 
成瀬 達吉 大門ＢＣ 
鬼頭 武資 大門ＢＣ 
武田 貴穂 神奈川県 
冨田 俊二 紫電会 
森本 順 名北クラブ 
松原 伸幸 貴船 BC 
岡本 哲也 フライト 
松村 昭洋 岐大 BC 
旧井 実 岐大 BC 
長井 孝史 三菱重工名古屋 
関 輔 三菱自動車岡崎 
田中 光  フレスカ 
梶田 秀明 ウィスタリア 
佐伯 真吾 Rounins 

50MD

福田 陽一 WEST WING 
佐野 章 ブッチャーズ 
鈴木昌雄 SETOMINTON 
岩渕 信司 豊田自動織機 
新田 正喜 BS モリタ 
中川 浩一 ＮＡＮＺＡＮ 
水野 善仁 東海クラブ 
近藤 祥夫 ひいらぎ BC 
塩澤 源市 個人登録 
武藤 要介 振甫クラブ 

55MD

細江 哲雄 振甫クラブ 
上前 茂人 大門 BC 
城 保彦 東海シャトルズ 
近藤 一男 岩倉パラレル 

60MD

川原 雅治 名北クラブ 



齋藤 敏和 横須賀クラブ 
60MD 

豊永 清孝 横須賀クラブ 
斉藤 良二 アイシン AI 
西川 直治郎 ヤングシルバー 
北川 利光 東海シャトルズ 
大河内 潔 ブッチャーズ 
青山 伸幸 大門ＢＣ 
浅見 初男 東京都 
渡部 義弘 貴船 BC 

65MD 

松本 博 貴船 BC 
大野 俊彦 東海シャトルズ 
坂本 和親 東海シャトルズ 
須藤 道夫 神奈川県 
園部 繁夫 東海シャトルズ 
比田 庄衛 福井県 
岩田 恒夫 東海シャトルズ 
百々 俊宗 ヤングシルバ－ 
川瀬 信治 ＮＡＮＺＡＮ 
武田 正雄 個人登録 
杉谷 義明 大阪府 
筒井 公夫 ヤングシルバー 
斉藤 勝 宮城県 
坂上 覚 東海シャトルズ 

70MD 

深栖 久幸 北海道 
恵木 康行 個人登録 
栗須 昌三 東海シャトルズ 
長尾 又兵衛 ＮＡＮＺＡＮ 

75MD 

河村 圭三 滋賀県 
山本 敏夫 三好クラブ 

80MD 
斉郷 秀一 東京都 

女子ダブルス（申込受付順） 

種目 名前 所属チーム名 
大滝 綾 個人登録 
横関 彩 千葉県 
間瀬 さやか ウイスタリア 
山田 雅子 佐賀県 
酒井 咲絵 豊田自動織機 
木村 陽子 個人登録 
田中 扶有美 さおり BC 
下村 ゆい さおり BC 
中村 めぐみ ウィスタリア 
川嶋 亜矢子 三重県 
木村 綾 豊田通商 
林田 由紀子 大府 
上田 幸 中川シャトル 
中野 絵美 岐阜県 
大草 結花 Tsutsumi 
市川 新子 Cuckoo 愛知 
町田 美帆 Rise BC 

30WD 

石井 真喜 個人登録 
遠藤 理恵 ぽっぷこーん 
野澤 育代 ぽっぷこーん 
渡邊 仁美 RHBT 
高間 麻里 さおり BC 
山台 まみ Tsutsumi 
前田 久美子 Tsutsumi 
森 亜由美 中川シャトル 
川﨑 史惠 Ｂ－ｃｒｅｗ 
児玉 順子 シャトルメイツ 
中村 寛子 シャトルメイツ 
真田 範子 ＲＨＢＴ 

35WD 

工藤 貴子 宮城県 
森田 かおる 瀬戸 
稲向 雅子 尾張旭 
小佐々 美千代 Tsutsumi 
田中 江理子 Tsutsumi 
百丸 恭子 名古屋徳川 
山下 美幸 豊田通商 
佐藤 実季 横須賀クラブ 

40WD 

田中 美月 横須賀クラブ 

梶野 泉 ＪＵＰＩＴＥＲ 
久木田 佐千枝 ＪＵＰＩＴＥＲ 
近藤 小有里 横須賀クラブ 
相武 美香子 横須賀クラブ 
梶田 恭子 SETOMINTON 
山森希実 シャトルメイツ 
齋藤 忍 小牧 
西塚 里実 小牧 
加藤 悦子 小牧 
長谷川 美恵 小牧 
高倉 あゆみ ＲＨＢＴ 
南村 真紀 東京都 
富田 照美 岡崎フェニックス 
吉見 佳代子 大門 BC 
廣田 京子 ＪＵＰＩＴＥＲ 
廉野 裕美 ＪＵＰＩＴＥＲ 
斉藤 まどか ブッチャーズ 
垣見 妙香 ブッチャーズ 
河合 千織 ジュピター 
佐藤 三葉 MOKUREN 
秋元 祥子 名古屋徳川 
水野 陽子 名古屋徳川 
篠原 里美 岩倉パラレル 
鈴木 須光代 Mille-Feuille 
安井 明美 名古屋あすなろ 
北村 清美 名古屋わかしゃち 
野田 実雪 貴船 BC 
竹内 佳代子 Snow Drop 
永森 直美 SMAGAN 
伊藤 智美 岐阜県 
山根 洋子 中川シャトル 
清水 美紀 瑞穂クラブ 
坂 敏美 はりーあっぷ 
川村 由里子 はりーあっぷ 
矢野 千恵子 横須賀クラブ 
上村 ますみ 横須賀クラブ 
大津 順子 Cuckoo 愛知 
中林 明子 Cuckoo 愛知 
大野 順子 小牧 

45WD

江﨑 忍 小牧 
田中 伸美 津島 
垣見 ひろみ 津島 
宮地 美和子 大口 
柿澤 和美 蟹江 
渡辺 愛 岡崎フェニックス 
加納 千都世 岡崎フェニックス 
森田 華奈恵 岡崎フェニックス 
軒村 律子 岡崎フェニックス 
永井 睦美 岡崎フェニックス 
木原 雅子 岡崎フェニックス 
市野 寿子 ＪＵＰＩＴＥＲ 
細野 一栄 名古屋わかしゃち 
永井 裕子 名古屋わかしゃち 
原田 志保 名古屋わかしゃち 
佐野 里美 ブッチャーズ 
小池 由紀子 ウイスタリア 
井家 晴美 石川県 
野々山 千惠子 三好 
長谷川 延枝 清須 
古澤 素子 犬山 
高田 美和 大門ＢＣ 
白木 真弓 熊本県 
小川 千佐子 小牧 
小笠原 和美 尾張旭 
松永 周子 貴船 BC 
近藤 志津 Leaders 
佐藤 郁江 瑞穂クラブ 
矢下田 真由美 名古屋わかしゃち 
丹羽 和美 春日井 
藤川 三智代 春日井 
森本 千恵子 名古屋名城 

50WD

清原 規子 滋賀県 



小野 葉子 小牧 
50WD 

徳山 順子 小牧 
錦野 圭子 稲沢 
浅野 みどり 稲沢 
山西 智佳子 岡崎フェニックス 
久保 知佳子 千葉県 
西川 福美 岡崎フェニックス 
井上 貴子 名古屋徳川 
小川 道子 はりーあっぷ 
木村 満智子 はりーあっぷ 
竹内 ひろみ Cuckoo 愛知 
粟野 千津子 名古屋あすなろ 
峯浦 清美 春日井 

55WD 

神戸 美智恵 春日井 
城 明美 ブッッチャーズ 
佐野 信子 ベアーズ 
鈴木 信子 三好 
平岩 美代子 安城 
門間 由美子 豊田 
伊東 ひとみ 石川県 
西本 民子 春日井 
村上 啓子 小牧 
水野 良子 小牧 

60WD 

杉本 美佐子 名古屋あすなろ 
松本 江里子 岡崎フェニックス 
大橋 恵子 岡崎フェニックス 
田中 京子 岡崎フェニックス 
内門 さち江 岡崎フェニックス 
井上 博子 尾張旭 
倉谷 昌子 名古屋徳川 
億田 幸子 一宮 
秋山 陽子 三重県 
中 洋子 犬山クラブ 
仲道 雪枝 茨城県 
酒井 しづ子 名古屋徳川 
山村 由枝 茨城県 
渡辺 洋子 岡崎フェニックス 

65WD 

中町 扶美代 神奈川県 
末永 加世子 名古屋名城 
矢野 節子 東京都 
的場 幸枝 兵庫県 
道家 幸 一宮 
三浦 和子 名古屋あすなろ 
佐藤 督子 宮城県 
山本 しず子 岡崎フェニックス 

70WD 

中村 聡子 高知県 

混合ダブルス（申込受付順） 

種目 名前 所属チーム名 
大滝 涼太 ＡＴＯＭ 
大滝 綾 個人登録 
酒井 宏治 個人登録 
酒井 咲絵 豊田自動織機 
水野 貴誠 三好 
富岡 茉美 三好 
小林 徹太郎 北海道 
木村 綾 豊田通商 
永田 伊吹 名古屋鉄道 
上田 幸 中川シャトル 
吉村 拓也 ウィスタリア 
林田 由紀子 大府 
佐藤 大樹 Oh my gut 
佐藤 瞳 Oh my gut 
奥野 静修 Rise BC 
町田 美帆 Rise BC 
岡 祐介 Rise BC 
酒井 理江 Bud Bud 
上川原 祥 愛知製鋼 

30XD 

上川原 恵利 ウィスタリア 

横井 洋也州 JUPITER 
中川 和美 Mille-Feuille 
多久島 一慶 紫電会 
川﨑 史惠 Ｂ-ＣＲＥＷ 
中村 穣 シャトルメイツ 
中村 寛子 シャトルメイツ 
吉川功次郎 ウィスタリア 
吉川 紘子 ＪＵＰＩＴＥＲ 
古田 圭三 風林火山 

35XD

服部 由佳 風林火山 
磯貝 謙太郎 紫電会 
百丸 恭子 名古屋徳川 
中山 和夫 ハネツキ会 
飯島 波江 群馬県 
田中 均 貴船 BC 
丹下 美樹 一宮 
村上 大作 中川シャトル 
山根 洋子 中川シャトル 
中村 俊則 シャトルメイツ 
児玉 順子 シャトルメイツ 
梶野 博規 横須賀クラブ 
梶野 泉 ＪＵＰＩＴＥＲ 
伊藤 峰人 Ｂ-ＣＲＥＷ 

40XD

山下 美幸 豊田通商 
佐伯 真吾 Rounins 
谷口 智子 ぽっぷこーん 
前田 博 WEST WING 
斉藤 まどか ブッチャーズ 
小林 誠 豊田自動織機 
河合 千織 ＪＵＰＩＴＥＲ 
久木田 佳裕 Mille-Feuille 
北村 清美 名古屋わかしゃち 
野村 憲康 BS MORITA 
前田 久美子 Tsutsumi 
野田 昌明 貴船 BC 
野田 実雪 貴船 BC 
上村 幸司 横須賀クラブ 
上村 ますみ 横須賀クラブ 
梶田 秀明 ウイスタリア 
梶田 恭子 SETOMINTON 
福田 陽一 WEST WING 
渋谷 志お里 名古屋名城 
清水 誠司 振甫クラブ 
清水 真実 振甫クラブ 
稲向 重己 振甫クラブ 

45XD

吉田 朋子 Sweet 
杉山 誓英 ブッチャーズ 
原田 志保 名古屋わかしゃち 
佐野 章 ブッチャーズ 
佐野 里美 ブッチャーズ 
廣田 一 Mille-Feuille 
野々山 千恵子 三好 BC 
森 大二 トヨタ紡織 
市野 寿子 ＪＵＰＩＴＥＲ 
冨田 俊二 紫電会 
高田 美和 大門 BC 
松原 伸幸 貴船 BC 
松原 真弓 三重県 
鈴木 昌雄 SETOMINTON 
佐藤 郁江 瑞穂クラブ 
蒲池 明 デンソー 

50XD

齋藤 悦子 振甫クラブ 
神代 和久 富山県 
山西 智佳子 岡崎フェニックス 
新田 正喜 BS MORITA 
門間 由美子 豊田 
加藤 元久 中川シャトル 
井口 勢津子 中川シャトル 
平田 庸一 SETOMINTON 
加藤 かおり SETOMINTON 
中村 忠男 滋賀県 

55XD

森本 千恵子 名古屋名城 



西川 直治郎 ヤングシルバー 
西川 福美 岡崎フェニックス 
大河内 潔 ブッチャーズ 
寳力 京子 Ｂ-ＣＲＥＷ 
上前 茂人 大門 BC 
佐野 信子 ベアーズ 
城 保彦 東海シャトルズ 
城 明美 ブッッチャーズ 
浅野 勇 岩倉パラレル 
鈴木 信子 三好 
川原 雅治 名北クラブ 
水野 恵以子 SETOMNTON 
齋藤 敏和 横須賀クラブ 

60XD 

三ツ石 るみ子 横須賀クラブ 
武田 正雄 個人登録 
武田 京子 刈谷 
大村 真司 ウィスタリア 
西本 民子 春日井 
坂上 覚 東海シャトルズ 

65XD 

酒井 しづ子 名古屋徳川 
岩田 恒夫 東海シャトルズ 
吉田 玲子 大阪府 
百々 俊宗 ヤングシルバ－ 
長谷川 さつよ 豊田 
筒井 公夫 ヤングシルバー 
山尾 節子 群馬県 
平方 孝夫 山形県 

70XD 

末永 加世子 名古屋名城 
鈴木 勝美 三菱電機稲沢 
立本 洋子 埼玉県 
堀 孝之助 神奈川県 

75XD 

三浦 和子 名古屋あすなろ 

※審判資格取得中

・現在会員番号と審判資格を確認中であり、終了次第大会事務局へ申込みます

・氏名、種目の間違い等がありましたら下記担当者まで至急連絡をお願いいたします

競技委員会 浅井 淳 090-3255-8024 


