
第93回愛知県社会⼈チームクラブ対抗バドミントン選⼿権⼤会前期リーグ戦選⼿名簿【⼀般】（変更後）2022.04.30
部 チーム名 監督 選手

M1 はりーあっぷ（Ａ） 中⼝⻯郎 中⼝⻯郎 森直樹 鈴⽊陵⿇ 深尾淳 浅野新也 村松将豪 ⾕村⾼宏 北村元⼈
M1 Ｇ．ｓｐａｎｋ（Ａ） 藤⽥博⼠ 藤⽥博⼠ 森本有⼀ 齋藤真弘 津幡聖⽮ 近藤峻⽮ 村本亮汰 加藤滉⼠
M1 岐大ＢＣ（Ａ） 籾⼭正貴 安藤豪 ⼤⽮健⼈ 岡⽥拓⾺ 松⽥蒼太 籾⼭正貴
M1 ＳＭＡＧＡＮ（Ａ） ⾦⼦真之 柴⽥京将 ⾦⼦真之 榊原聡真 ⼭⽥良太 ⻑⾕川昂平
M1 ＷＩＳＴＡＲＩＡ（Ａ） 稲垣智昭 藤川拓也 ⽯塚巧⾺ ⽮神恒平 ⾙原健太郎 鈴⽊康宏
M1 ＢＳＭＯＲＩＴＡ（Ａ） 古⾥崇志 安藤⼒ 鈴⽊希望 服部秀治 古⾥崇志 星智也
M2 ＡＩＳＩＮＡＷ（Ａ） 前川直也 前川直也 粒来拳⽃ 前⽥健介 中村航 平岩鉱⼤
M2 ＲＨＢＴ（Ａ） 北川剛 北川剛 磯⾙謙太郎 滝沢慎⼀ ⼭内涼雅 ⼦安広輝 内⽥皓介 川村祐介
M2 ＦＥＡＴＨＥＲＦＬＯＣＫ（Ａ） 板尾喬 五⼗嵐貴輝 仁科祥太 ⼩椋悠司 川村麿史 坂井良 ⼭⽥理昴
M2 ＲＳＮＯＮＡＫＡ（Ａ） 野村享平 加藤貴之 野村享平 末松功⼤ 稲川義樹 牧⽥幸記 ⽶⽥優樹
M2 紫電会 冨⽥俊⼆ 村上浩介 ⽴松彰吾 渡部雄貴 鈴⽊貴⼤ 井原弘貴 ⼭内颯王 髙橋佑典
M2 フレスカ（Ａ） 砂⼦甲斐⽃ 砂⼦甲斐⽃ 宮川雅也 ⼤森千弥 早川弘貴 上村泰是 鈴⽊悠真 澤居淳 ⼩⻄真弘
M3A ＳＭＩＬＥ（Ａ） 浅井友輔 ⽵内誠⼀郎 ⽮島聖也 ⽐留⽊悠⼈ 澤元彌 澤⽥貴之 ⾅井智哉
M3A 三好（Ａ） 上野敏弘 鶴⽥久幸 榎本圭太郎 末吉充来 ⽔野貴誠 宇井喜昭 ⼤岩守道
M3A ＲｉｓｅＢＣ 野村孝 上原翔 奥野静修 佐藤彰洋 ⼾⽥慧⼈ ⻑尾亮佑 岡祐介 川⼝拓史
M3A 貴船ＢＣ（Ａ） 野⽥昌明 野⽥昌明 松原伸幸 中島正⼈ 堀裕貴 ⾓⽥浩⼆ 安藤友浩 岩⽥奨司
M3A ＳＯＵＴＨＢＬＵＥ（Ａ） ⾦原祐⼈ ⾦原祐⼈ 太髙七海 薬師寺壮⼤ 岡⽥和也 ⻘⽊真也
M3B 鮭王（Ａ） 林朋寿 林朋寿 ⻑⾕川和⼰ ⼩林幸広 ⽮神謙介 宮崎翔 児⽟智 中嶋基貴 神⼾瞭⾄
M3B 東海クラブ（Ａ） 杉本真⼀ 杉本真⼀ ⽴松幹浩 ⼤橋純 加藤佑規 東島弘樹 天野宏紀 ⽶本岳史 ⼩⽯川⻯也
M3B 岩倉パラレル（Ａ） 仲川俊也 仲川俊也 ⽻⽥幸弘 ⾓⽥英之 岸上⼤毅 ⼭本拓弥 村添幸徳
M3B はりーあっぷ（Ｂ） 近藤祐⽮ 清⽔淳 藤⽥勝靖 近藤祐⽮ ⻑屋伸健 ⽥中陽⼀ 近藤輝
M3B Ｇ．ｓｐａｎｋ（Ｂ） ⾼⽥親 ⾼⽥親 東碧⼈ 惣⼟佳範 ⼯藤宗明 中嶋健⽃
M3B ＳＭＡＧＡＮ（Ｂ） 細井直弥 細井直弥 ⽥島正徳 岡持眞成 東史哉 北林宏樹 濱本昌也
M4A ＷＩＳＴＡＲＩＡ（Ｂ） 稲垣智昭 ⼩川芳樹 泉地俊紀 百丸祐輝 浅野貴成 牧野義⼈
M4A Ｔｓｕｔｓｕｍｉ（Ａ） 磯本朝雄 磯本朝雄 古平和⾏ ⻑坂智也 ⼭⼝智裕 緒⽅康⼆ 中嶋⼤輔
M4A 黄金クラブ 林洋平 林洋平 荒川俊介 ⽔野博貴 棚橋正光 ⽷⿂川喜之
M4A 風林火山（Ａ） 藤川英礼 柴富⼀孝 ⾼⽥翔太 原⽥広翔 藤川英礼 ⾼⽥浩城 横⼭⼀仁
M4A ＡＴＯＭ 柳⽥順⼀ 柳⽥順⼀ 安井憲司 ⽔野隆博 鈴⽊政史 ⼩島圭太郎 ⼤滝涼太 上⽥勉
M4A ＳＭＡＧＡＮ（Ｃ） 播間良記 播間良記 村⽥洋之 ⽮野俊通 瀬古裕也 池⽥悠⾺ 宮園⼤⼼ ⽥中⼤夢 ⻄村浩和
M4B ＣＨＵＢＵＢＣ 中野裕⽣ 中野裕⽣ ⽥畑雄太 家垣昂佑 森⽥貴⼠ ⼩笠良真 ⽥畑佳樹
M4B 岩倉パラレル（Ｂ） 市場⼤輝 市場⼤輝 ⽇⽐聡 ⾕⼭陽仁 ⾠⽥剛史 酒井俊明 松⽥裕⼀
M4B ＰＥＡＣＯＣＫ ⽇下俊 池⼭佳輝 ⽇下俊 塚腰幸⼀ 稲川正也 梶⾕敦也
M4B ＢＵＴＣＨＥＲＳ 森友隆 森友隆 市川裕也 愛知智博 頼宇航 郭禹謙 森脇貴⽣ 諏訪法男
M4B ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ（Ａ） ⼩島知之 ⼩島知之 千葉誠 中井博基 早川諒 平井優輝 松尾和
M4C ＴＡＩＹＵ ⼭⼝雄平 尾崎航太郎 中尾⼀貴 津軽歩 深⾕徳宏 森⽥皓貴 ⼭⼝雄平 ⼭本茂⼈ 吉⽥和樹
M4C ＪｕｍＳｍａ 清⽔孝⼀ 清⽔孝⼀ 清⽔達也 飯⽥淳也 河合壯彦 松井要 ⼤浦健太郎 佐々⽊健太
M4C シャトルまかせ（Ａ） ⼩瀬俊介 ⼩瀬俊介 佐藤寿彦 福岡信幸 中村拓朗 ⼤塚英⼀
M4C ＦＬＩＧＨＴ（Ａ） 内⼭智亮 橋⼝将忠 ⿃居志朗 古橋智久 久⾼理夢 星宮敦
M4C Ｈｉｉｒａｇｉ ⼩川直哉 ⼩川直哉 近藤祥夫 ⼭⽥直⼈ 杉崎雄⼀ 橋場博⽂ 近藤豊 ⼭川航希 ⽔野和広
M4C ４９’Ｓ 宮嶋宣明 近藤祐⽣ 菱⽥⼤樹 野々⼭進⼀ 宮下宏利 宮嶋宣明 近藤啓太
M4D 名港クラブ（Ａ） 宮崎忠司 宮崎忠司 倉ケ崎真司 ⼭森雄太 吉永正樹 ⽚寄和磨 御村健⼀ 浜野真光 中路翔太
M4D ＢｕｄＢｕｄ ⼭本良哉 緒⽅勇太 梶原弘貴 花井正直 丸⾕太⼀ 村松涼平 ⼭本良哉
M4D ＢＳＭＯＲＩＴＡ（Ｂ） 本⽥英⼤ 坂⼝公⼆郎 鈴⽊翔太 ⼤⼝隼⽮ ⽥中夢雲 本⽥英⼤ 関川祐司
M4D しゃちほこ 永草雄太 永草雄太 葛城⻯⼆ ⽵⽥直⾼ 橋⼾聖⽮ 村瀬夢之介 ⽯原省吾
M4D ＮＯＴ－ＳＯＹ 篠原義久 篠原義久 岡東寿明 鈴⽊海 森貴将 中村航 ⽥⼝智也 ⻄塚慎太郎 海⽼原将⼈
M5A Ｏｈｍｙｇｕｔ（Ｂ） 遠藤博史 遠藤博史 鈴⽊敦也 阿南直樹 永⽥⼀郎 佐藤⼤樹 ⻄⼭晋太郎 ⽥⼝裕之
M5A ＲＨＢＴ（Ｂ） 藤野洋和 藤野洋和 ⽯原亮 野中浩貴 ⾼原祐⾺ 北村寿磨 板崎勇樹
M5A ＭＵＳＣＬＥＣＬＵＢ（Ａ） ⽯⽥翔 ⽯⽥翔 ⼾⽥裕紀 杉浦賢 福嶋遥助 藤⽥剛正 武⽥峻介
M5A スペースシャトル（Ｂ） 津⾦敬樹 津⾦敬樹 平松厚知 梶原⼤幸 安形健三郎 成⽥裕毅
M5A 横須賀クラブ 菊池幸司 梶野博規 野⼝英成 菊池幸司 三ツ⽯治 伊藤峰⼈
M5A ＦｒｅｅＷｉｌｌ 市川⼤作 市川⼤作 成⽥圭佑 守屋政輝 森⽥惇 安藤遼太 ⾦児直哉 新居厚⼈
M5B ハイクリア（Ａ） 嶋貫創 藤⽥和宏 嶋貫創 天野⻯冬 松原匡志 橋本瞭
M5B ＳＧα（Ａ） 久原寿之 井上椋介 及川孝久 ⼤⾕涼 福原優 梁瀬誠
M5B 風林火山（Ｂ） 國⽴直孝 國⽴直孝 祖⽗江健司 野⼝和輝 河合将司 渡邉理央 櫻⽊俊介 前野佑太 栢本航⽮
M5B グリーンクラブ 柘植優三 佐々⽊貴⼀ 篠原彰 渡邉真 ⽟⽊利弥 瀧澤宏冶 ⻄脇康彦 岡部康弘 森⽥知公
M5B ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ（Ａ） ⿓⽥善⽂ ⿓⽥善⽂ 棚橋拓也 ⼭⼝真誉 花井誠 ⼭⽥純也
M5B Ｏｈｍｙｇｕｔ（Ｃ） 後藤功⽣ 後藤功⽣ 丹⽻諒 ⼩林亮治 武内達也 中多⼤貴 稲垣研
M5C ＲＳＮＯＮＡＫＡ（Ｂ） 千葉俊輔 千葉俊輔 齋藤侑気 ⼀星摩央 平林哲也 ⼩⽵剛⽣ ⾼橋理輝
M5C ＷＩＳＴＡＲＩＡ（Ｃ） 稲垣智昭 中村佳和 内海秀和 吉川功次郎 ⼾松淳 稲垣智昭 ⼭下幸⼤
M5C 東海シャトルズ（Ａ） 鈴⽊智也 鈴⽊智也 ⿃居⼤恵 ⽔野克彦 野崎尚⼤ 太⽥匠 杉⽥樹美洋 ⾓⽥太⼀
M5C Ｃｕｃｋｏｏ ⼤塚雅典 ⼤塚雅典 杉浦申晃 ⾺場園浩介 杉浦正倫 植村悠⼆ 今泉康平
M5C ＵＮＩＴＥ（Ａ） 丸⼭洸司 中⻄泰基 濱島英将 岩永周⼟ 丹⽻正幸 井上翔太
M5C ＫＥＰＰＡＲＥ（Ａ） 藤本賢章 神之⽥星⽃ ⼋重樫淳 神之⽥彗⽃ 神⾕真徹 ⽔野⽇⽐樹 渡部元樹



部 チーム名 監督 選手

M5D Ｔｓｕｔｓｕｍｉ（Ｂ） 河内宏⽂ 河内宏⽂ 河合剛輝 辻⼀⽣ 河野栄作 廣中将太 古⼭貴裕 ⽥中⼀樹 三村結希
M5D 岩倉パラレル（Ｃ） 岡野祥太 岡野祥太 松⽥泰知 中村圭吾 ⼭本遼 ⿃居宏彰 林允翔
M5D ハネツキ会 ⼭川英明 ⼭川英明 内藤政樹 ⼤⽻努 ⼭脇克泰 ⼭﨑⼤ ⻑神渉 塩⽥幸⽣ ⼭⽥波輝
M5D フレスカ（Ｂ） 下島直樹 下島直樹 佐藤伸郎 ⼤澤⼀樹 晦⽇秀則 伊藤⽂太
M5D ＩＷＡＴＡＢ．Ｃ．（Ａ） ⿅島真悟 柿花⿓也 ⿅島真悟 森上雄⽃ 森下浩暉 藤本拓也 梅⽥⼤夢
M6A ＭＵＳＣＬＥＣＬＵＢ（Ｂ） 近藤成浩 近藤成浩 普照甲⼈ ⼩塚雅弘 市野和幸 ⼭下宰
M6A 瑞穂クラブ ⼭⽥薫 ⼭⽥薫 ⼭⽥和寿 川森隆⼀ ⽝童清雄 ⻑⾕川学 南形厚志 鈴⽊智晴 松本拓
M6A 振甫クラブ（Ａ） 稲向重⼰ 稲向重⼰ 清⽔誠司 堀井昭孝 内⽥圭 ⽊嵜真⼀
M6A Ｙｏｓｓｈｅｒ’Ｚｏｏ（Ａ） 吉橋徹 島川靖英 松本孝太 花井宏徳 鈴⽊則規 ⽯原直登
M6A ＮＡＮＺＡＮ ⼤⼭雄輔 ⼤⼭雄輔 森岡智⼤ 菅裕太 斎藤駿介 ⼤脇直⼈ 松波佑⼀ 市場裕揮
M6A スペースシャトル（Ｃ） 林昭浩 林昭浩 江碕猛 ⼩⽟亮 鈴⽊将史 唐澤仁
M6B ＥｎｄｌｅｓｓＢ．Ｃ 栗本守裕 栗本守裕 ⼭⽥佳樹 ⼩島由輝 蔵島慎司 ⼭⽥⼤樹
M6B ＦＬＩＧＨＴ（Ｂ） 辻⼝裕信 岡本哲哉 松本輝 ⽜⽥泰地 道家理雄 吉⽥通 辻⼝裕信 ⽻⽥野秀克
M6B 東海クラブ（Ｂ） ⼭下雄太 ⼭下雄太 ⼤村直⼈ 渡邉洋 佐藤崇史 横井駿太 岩間智哉 増⽥佑⾵
M6B Ｅｎｄｏｒｐｈｉｎ 川崎洋輔 川崎洋輔 ⽶⽥悠 久⽥翔太 宮川真⼀ 新⻄崇史 ⻄⼭修平
M6B ＩＷＡＴＡＢ．Ｃ．（Ｂ） ⿊⽥直⽃ 本間友⼰ ⿊⽥直⽃ 池⼾孝嘉 ⽜⼭将平 細川聖⽮ ⽊村拓未 永井翔也
M6C ＤＡＩＭＯＮ ⻘⼭伸幸 ⻘⼭伸幸 岡⽥耕作 越⼭剛 脇野陽 ⼭⽥哲也 伏屋有起 上⽥琢真 ⼩笠原⼀徳
M6C Ｒｏｕｎｉｎｓ 佐伯真吾 各務豊 佐伯真吾 杉岡佑⼀ 藤本博志 ⼭⽥武史
M6C 中川シャトル 清⽔善勝 松尾廣喜 加島慎也 ⽵内敦史 ⽣⽥純也 加藤元久 北島秀祐 井⽥明徳 ⼭⼝裕哉
M6C ＪＵＰＩＴＥＲ（Ａ） ⽥中桂介 ⽥中桂介 末永貴⽂ 満岡政勝 福⽥進太郎 恩⽥舜也 近藤⼤輔
M6C ＢａｄＭａｎ＇ｓ 杉浦恭章 杉浦恭章 松藤信帆 清⽔亮介 吉⼾優 中野裕⼀郎 ⿅能元気
M6C パイレーツ（Ａ） 上松正和 上松正和 ⾜⽴弘明 奥野達洋 武藤雅紀 ⼭岡恭⼤ ⼩野直輝 榎本悠希 正津綱基
M6D ＡＧＵＢＣ 近藤恵治郎 禰宜⽥敬市 倉内宏基 近藤恵治郎 瀬⽊慶 藤⽥友 三浦昂弘 中井利仁
M6D ぷっすまっしゅ 鈴⽊亘 梅津貴⼠ 江端祐平 鈴⽊亘 ⽔野雄太 野津裕貴 新屋清剛
M6D ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ（Ｂ） ⻑尾⼀毅 ⻑尾⼀毅 栗下悠⽃ 柴⽥祐⼀ ⻘⽊勇史朗 ⼭本涼 五⼗嵐亮太
M6D ＣＡＣＴＵＳ 中嶋康貴 中嶋康貴 河合博 鈴⽊涼也 段侑樹 加藤志⾨ 池本怜史
M6D シャトルまかせ（Ｂ） ⼩野和宏 ⼩野和宏 ⻄⼭智彦 野瀬誉夫 杉坂直輝 吉⽥祐基
M7A 名北（Ａ） 岸邦晴 ⼤津和也 ⼤下明洋 川原弘嗣 近藤和志 森本順 ⻄川晴喜
M7A 岐大ＢＣ（Ｃ） 齋藤圭佑 今尾彰吾 北野郁弥 ⽊股佳吾 ⿊⽊駿 齋藤圭佑 棚橋俊明 ⽻⽥光希
M7A ＋α 近藤裕⼦ 近藤幸雄 出⼝直季 神代雄⽮ ⾨原洋平 船崎将吾
M7A ＪＵＰＩＴＥＲ（Ｂ） 中川順之助 中川順之助 近藤晋⼆ 佐々⽊智⼈ 櫻井祐哉 有賀督⼈ 坂⽥正美
M7A たまひよくらぶ（Ａ） 阿部真彦 阿部真彦 ⼩⻄徳 下釜和貴 坂本良太 濱⼝弘規
M7B シャトルメイツ 中村俊則 ⽝飼邦博 ⼤⽯博之 神⾕崇⼤ 中村穣 中村俊則
M7B 振甫クラブ（Ｂ） 河村君彦 河村君彦 ⼤橋厚哉 ⼭本昇帆 中⾕⼀貴 和⽥銀河 増⽥拓真
M7B 名北（Ｂ） 岸邦晴 加藤直樹 成⽥和憲 武⽥智也 ⼩林駿也 川上真広 ⻑⾕川裕起 綾部将太
M7B 岩倉パラレル（Ｄ） 堀⽥剛 堀⽥剛 林圭祐 榎本純貴 ⽴⽊友裕 ⻄川晃⿓
M7B ＦＩＲＳＴ ⽔野皓介 ⻄之園⼤介 五⼗嵐⼤輔 ⽔野皓介 壁⾕佳樹 伊藤敬佑 深⾕亮太 伊藤克将
M7C ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ（Ｂ） 稲垣計規 稲垣計規 中⻄均 花井歴 太⽥英登 ⼟屋壮 ⻄⼭貴宏
M7C ＦＥＡＴＨＥＲＦＬＯＣＫ（Ｂ） 板尾喬 板尾喬 ⼤橋陽平 上野雄登 加藤晴気 加藤良直 橋本賢治
M7C 三好（Ｂ） 稲向由樹 稲向由樹 ⿊住渉 野々⼭雄⼀ ⽥村安弘 ⽮野海⽃
M7C 東海シャトルズ（Ｂ） 岡⽥真⼆ 岡⽥真⼆ 宇佐⾒達也 ⽯川伸彦 ⽯川拓磨 ⼭下健
M7C 呉越同舟 加藤貴⼈ 稲垣亨 横江賢 松原昌也 星原将⼈ 緒⽅浩⼈ 福岡正真 加藤貴⼈
M7C 温泉ズ（Ａ） 脇⼭⼤⽣ 脇⼭⼤⽣ 杉浦⼤翔 酒井権治 脇⽥幸典 ⾼岡正周 富永智志
M7D シャトルまかせ（Ｃ） 塚⽥豊 塚⽥豊 加藤雅史 中島秀夫 丸⼭新司 渡部真
M7D ＳＭＩＬＥ（Ｂ） 平⽥義⾏ 梅⽥真志 筒井雅⼈ 浅井友輔 平⽥義⾏ 古⽥充 平⽥明裕
M7D ハイクリア（Ｂ） 嶋貫創 堀⼤介 ⾼久和也 主藤嵩章 杉⼭誠次 吉川直希 澤⽥将卓
M7D ＲＯＣＫＨＯＰＰＥＲＳ 安⽥和志 安⽥和志 仙⽥卓也 森本泰⾏ 神⼾陽⼀ 加藤賢⼀郎
M7D ＷＩＳＴＡＲＩＡ（Ｄ） 稲垣智昭 鈴川政樹 中尾友広 ⼩原隆義 吉原健太郎 ⽥中晃弥
M8A 大同特殊鋼ＢＣ ⾦古義之 樽井君浩 賢⽣和隆 原⽥聖吾 阿蘇品昌 ⾦古義之
M8A ＵＮＩＴＥ（Ｂ） 丸⼭洸司 丸⼭洸司 増岡真⼀ 加藤達典 苅⾕佳祐 國定誠 豊浦展旨 奥⽥豊 奥⽥司
M8A ＡＩＳＩＮＡＷ（Ｃ） ⽻⽥野誠 ⽻⽥野誠 伊藤豊⼤ 緑川誠 宮崎悟志 久保慶介 ⼭城太意祉
M8A デンソーＥＬＥＢＣ 中⻄哲也 中⻄哲也 牧野研⼀ 森⽥学 ⿃居蒼 徳味弘太郎 鈴⽊巧真
M8A ＳＧα（Ｂ） ⾼井伸幸 久原寿之 本多雄介 中葉達也 加藤弘典 冨江和樹 ⾼井伸幸 ⼩坂井智章 福⼭俊
M8B ＳＭＡＧＡＮ（Ｄ） ⼩泉量継 ⼩泉量継 永⽥晴城 ⼩林義治 ジョンジョンミン 酒井聡史
M8B ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ（Ｃ） 百⽥洋之 百⽥洋之 ⼤⽊翔 ⼩林⻯也 岩本博樹 藤井哲也 ジャンカンエン 池⽥翔
M8B 佐布里 ⻑利峰男 ⻑利峰男 森⾕秋星 平嶋⼀貴 ⽊村真惇 永野太⼀ 樋⼝浩司 ⼯藤邦晶
M8B パイレーツ（Ｂ） 近藤淳平 近藤淳平 鈴⽊陽介 清⽔達貴 ⼩関康平 堀之上滉弥
M8B ＷＥＳＴＷＩＮＧ（Ｂ） 関広志 関広志 後藤武彦 森⽊義隆 牟⽥知弘 川之上雅俊 春⽇野悠紀 加藤涼介
M8C ＡＩＳＩＮＡＷ（Ｂ） ⽥川亮 ⽥川亮 ⾼橋健 ⾕澤正仁 宇佐⾒笑 鈴⽊克典
M8C Ｆａｎｔａｓｔｉｃ（Ｂ） 野⽥智祐 ⼭⽥英樹 駒⽥裕紀 遠⼭順也 ⼩板浩之 伊藤肇宏 ⽥中佑樹
M8C 有心舘 ⻲蔦彰⼀ ⻲井⼀輝 奥⽥恒太 佐々崎友 福井優志 ⾼橋直揮 ⻲蔦彰⼀
M8C 井ヶ谷ＢＣ 服部貴洋 服部貴洋 安藤秀希 後藤健太 加藤航 ⼭⼝優 中村秀明 渋⾕築
M8C 温泉ズ（Ｂ） 脇⼭⼤志 脇⼭⼤志 加古覚 JuntrakatrSurasak 鈴⽊勝⼤ ⼤浦⼤輝
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M8D ＲＳＮＯＮＡＫＡ（Ｃ） 古野雄紀 佐藤雅史 ⼤⽊哲史 古野雄紀 千葉信輔 加藤⾼啓 伊藤佳祐 ⼩笠原深志 ⽥ヶ原俊徳
M8D ＷＥＳＴＷＩＮＧ（Ａ） 前⽥博 前⽥博 横⼭陽⼀ 中澤隆司 ⾼⽊聖太 中嶋琢⼈ 繁昌廷諭
M8D ＭＵＳＣＬＥＣＬＵＢ（Ｃ） 鯉江信明 鯉江信明 ⽔野友輝 ⼤岩圭⼀郎 淡路⾕浩 三⼾裕司
M8D 南ＢＣ 飯作隆雄 飯作隆雄 越智博 河村佳⾼ 伊藤崇 齋藤佳史 福⽥祐介
M8D Ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍｚ 伊藤博司 伊藤博司 宇佐⾒裕樹 ⾨川昌嗣 川⼝孝 無津呂章博 塔⽥寛世
M9A ＩＭＧＢＣ ⼭⽥真嗣 近藤佑哉 酒井崇 杉江凌輔 ⽇向勇⼈ 三好⼤地 ⼭⽥真嗣 横江佑亮 野⽥真希
M9A ポリマーズ 神⽥守 神⽥守 畑中和洋 渋⾕俊和 松川滉 中上敦貴 ⽝飼⼤貴
M9A Ｆａｎｔａｓｔｉｃ（Ｃ） 野⽥智祐 野⽥智祐 細川晃浩 加藤良⼀ 伊東順也 後藤拓也 ⽵内祐介
M9A Ｔｅａｍ鼓舞 ⻑尾福祝 ⻑尾福祝 志村勇児 池原拓海 宮島輝 ⼤家智貴 伊佐治巧 稲垣拓希
M9A パイレーツ（Ｃ） 彦坂尚男 辻野純平 彦坂尚男 澤村泰弘 安藤祐⽃ ⽔野智務 久留美賢祐 淺井慎也 野末紗海⼈
M9B 鮭王（Ｂ） 林朋寿 森祐太 鈴⽊正孝 ⼩林武志
M9B Ｇ．ｓｐａｎｋ（Ｃ） ⼭⽥直樹 ⼭⽥直樹 ⽥村成資 ⼟持真悟 須藤健⼆ ⻫藤諒 益⽥康則
M9B ＬＯＶＥＡＬＬ（Ａ） ⼤⼭泰平 ⼤⼭泰平 ⼩島聡志 伊地知優太 伊藤正和 弘岡佳浩
M9B 三好（Ｃ） 鶴⽥久幸 上野敏弘 柿添昭⼈ 野々⼭拓⾺ 伊藤正敏 永江⼀道
M9B 名北（Ｃ） 岸邦晴 川原雅治 三階資⺒ 冨⽥義彦 佐々⽊淳 沖和彦 岸邦晴
M9C ＫＥＰＰＡＲＥ（Ｂ） 藤本賢章 藤本賢章 藤⽊宏治 林祐⼀ 齋藤清正 中根孝徳 今井清隆
M9C パンダ食堂 兵藤剣 兵藤剣 保坂邦寛 ⼩⽥尚宜 ⻄川仁 ⽵内祐太 ⼭⽥康広
M9C ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ（Ｃ） 池上太陽 池上太陽 北川賢 ⼭本哲也 ⼩⿊⼤聖 阿知波学
M9C ＴＢＹ 今井祐介 今井祐介 添⽥涼平 上⽥裕也 ⽯原将裕 芳⼭友亮 濱⽥⼤輔 都築賢吾
M9C Ｙｏｓｓｈｅｒ’Ｚｏｏ（Ｂ） 吉橋徹 吉橋徹 鈴⽊善博 内⼭⼤輔 ⽵内涼 橋之⼝空 彦坂謙弥
M10 ＬＯＶＥＡＬＬ（Ｂ） 佐藤明彦 佐藤明彦 宮崎謙 ⼤⽯直弘 川畑良広 ⾼本俊哉
M10 ＳＯＵＴＨＢＬＵＥ（Ｂ） ⾦原祐⼈ ⽊村勇太 岩﨑健吾 杉浦秀⽃ ⿃居俊宏 加藤憲司 ⾓⾕玲也
M10 名港クラブ（Ｂ） 野村邦昭 野村邦昭 南雲淳 藤⽥雄太 福井邦芳 ⼤⽵政和
M10 貴船ＢＣ（Ｂ） 堀裕貴 加藤⼤地 渡邉幹⽃ ⼭内克敏 岩⽥宗⼤ 伊藤俊太 ⽵中達郎
M10 たまひよくらぶ（Ｂ） 岡林真美 ⻄⼭芹佳 近藤克樹 ⼩原健太 岩佐翔太 中⼭凌
W1 ＳｎｏｗＤｒｏｐ ⽊下仁美 寳⼒亜耶 ⼩⼭美⾥ 髙⽊友美⼦ 栁瀬⿇⾥ 遠藤歩美 ⽔野成美
W1 フレスカ ⼆宮由佳 ⼤⼭紗於⾥ ⼆宮由佳 藤澤和沙 寺⻄加奈 籾⼭真⽮
W1 Ｇ．ｓｐａｎｋ 真⽥範⼦ 真⽥範⼦ 海野優依乃 堀内由菜 東景⼦(旧姓:安武) ⼩出慧美 服部あすか
W1 岩倉パラレル（Ａ） ⾠⽥彩⾹ ⾠⽥彩⾹ ⽥中佐知 安藤悠花 ⾓⽥温⼦ 濟⽥愛美 広瀬愛 永野綾
W1 Ｃｕｃｋｏｏ 中林明⼦ 峰悦⼦ 岡村あみ ⻑神真理 市川新⼦ 岡⽥尚⼦ 安藤寿⾥ ⾼橋李奈 池上理紗⼦
W1 ＰＥＡＣＯＣＫ ⽇下俊 井⼝留美⼦ 佐藤穂波 依⽥史奈 福⽥桃花 杉浦美紀 上野亜実
W2 はりーあっぷ 出⽻詩織 出⽻詩織 鈴⽊仁⾒ 峰郁美 ⼩川由⾹ ⽯井奈都 井本千翔 藤井珠⽣ 巻⼝実可
W2 しゃちほこ 永草雄太 永草未帆 ⽵⽥佳織 ⻄川鈴佳 樋⼝亜依美 ⾼⽊菜摘 原⽥楓
W2 ＷＩＳＴＡＲＩＡ 稲垣智昭 中村めぐみ 猪股真琴 ⽊村唯菜 ⼭村果穂 稲垣宏実 峯⼭くるみ
W2 Ｔｓｕｔｓｕｍｉ ⼩佐々美千代 ⼩佐々美千代 ⼭台まみ 花井江理⼦ 野村さやか ⼭⽥望 遠藤幸
W2 ＩＷＡＴＡＢ．Ｃ．（Ａ） 苅⾕悠 苅⾕悠 ⽝飼あかね 伊藤美咲 ⼤藏舞優 辻可菜依
W2 振甫クラブ（Ａ） 涌⽥萌 涌⽥萌 ⾙原星乃 東美鈴 濱野絵美 鈴⽊亜美 佐野菜摘
W3A ＲｉｓｅＢＣ ⼭⽥⼩百合 上野奈緒⼦ ⾨脇那恵 岸本ひなた 久⽶明⾳ 髙⼭泰歩 中嶋⿇⾐ ⼭⽥⼩百合
W3A 岩倉パラレル（Ｂ） 久⽥紀⼦ 久⽥紀⼦ ⼭本知⾥ 北岡⾹穂 梶原⿇理恵 鴨志⽥礼⾹ 淺井⾵⾹
W3A さおりＢＣ（Ｂ） 清⽔郁美 井⼝晴渚 川上美沙 清⽔郁美 ⼤橋未紀 野村るみ
W3A ＵＮＩＴＥ 丸⼭洸司 岩永紗⾐ 梶⽥さくら 伊藤礼佳 横井海侑 ⽶村⽇向⼦ 権⽥真由
W3A ＲＨＢＴ（Ａ） 島倉美穂 島倉美穂 市川奈々枝 井上有華 直居⾹奈 ⽯川さやか ⽮⽥知美
W3B ラケットメイトクラブ 窪⽥美⾹ 窪⽥美⾹ 奥野めい 吉村祥代 ⾼橋優 家垣茜
W3B さおりＢＣ（Ａ） ⾼間⿇⾥ ⾼間⿇⾥ ⽥中扶有美 野村若名 和⽥美鶴 下村ゆい
W3B 横須賀クラブ 花堂季⼦ 花堂季⼦ ⿃居夏実 ⽥中美⽉ 外⼭真理⼦ ⼭下美幸 佐藤実季
W3B Ｌｅａｄｅｒｓ 多久島純⼦ 多久島純⼦ 近藤志津 坂井綾美 寺川琴⾳ ⾕村晏奈
W3B Ｏｈｍｙｇｕｔ 國⽥佳⼦ 國⽥佳⼦ ⽥中紗弥⾹ 加藤由希⼦ 野村友美 松原亜季⼦
W4A 紫電会 冨⽥俊⼆ 三苫千紘 寺澤帆⾹ 辻内⾹名恵 井原未涼 林⾹菜美 辻詩菜
W4A ＲＨＢＴ（Ｂ） 冨⽥佳美 冨⽥佳美 渡邊仁美 森亜由美 梶⽥恭⼦ 兒⽟友
W4A 瑞穂クラブ（Ｂ） 清⽔美紀 清⽔美紀 松村孔美 藤川光 加藤みなみ ⽩⽯朱⾳ 和⽥奈々美
W4A 温泉ズ 牧野紗英 牧野紗英 後藤倫美 今⻄⿇友 佐藤加奈⼦ 千葉奈緒美 ⽶本桃⾹
W4A 振甫クラブ（Ｂ） 清⽔真実 齋藤悦⼦ ⽔野春美 清⽔真実 ⼤阪弥⽣ 前⽥⿇美 剱持美紀
W4A Ｓｗｅｅｔ 吉⽥朋⼦ 深⾕雅代 ⻲⼭沙織 ⻄尾みち恵 ⽥中⾥美 ⽥中渚彩 吉⽥朋⼦
W4B ＭＵＳＣＬＥＣＬＵＢ ⽵内裕也 ⽵内友⾹ 林みらい 細井美和 坂野令奈 ⾼⽊昌美 ⾼橋仁美 近藤萌花
W4B ＩＷＡＴＡＢ．Ｃ．（Ｂ） ⼭牟⽥涼⾹ ⼭牟⽥涼⾹ 井⽥彩実 尾形優季 梅⽥萌加 廣澤翼
W4B たまひよくらぶ 岡林真美 岡林真美 古⽊菜美⼦ ⽥上沙樹 ⻄村亜耶 ⾼⽥美幸 ⻄川菜⽉
W4B 風林火山 永⽯可南⼦ ⾕⼝絵⼰⼦ 松永優 福重美紀 ⼭岸泉希 永⽯可南⼦ 佐々結⼦
W4B スペースシャトル（Ｂ） ⽔野真樹 ⽔野倫江 安藤千和 近藤千⾹ 深⾕慶美 佐々⽊千紗 林江津⼦
W4B ほちぽち ⻑野未来 笠井志野 ⼩松華連 ⻑野未来 中村真実 ⾦⼦美濃⾥ 三⽥美紗樹 ⽵中桃⼦
W4C 瑞穂クラブ（Ａ） ⼩⼭りづむ ⼩⼭りづむ ⽵中美波 森⽥真由 重富菜々⾹ ⼩⼭⾹⾳
W4C 中川シャトル 清⽔善勝 浅岡悦⼦ ⾓⽥靖⽻ 宮⼝陽⼦ 中嶋有稀 冨⽥志帆 ⼭⽥沙瑛
W4C ＢｕｄＢｕｄ ⽯井真喜 飯⽥敦⼦ ⽯井真喜 岩⽥⾹織 ⻑尾有希⼦ 丹⽻裕美
W4C ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ 岡⽥万奈 岡⽥万奈 ⼭本宏美 佐藤礼夏 ⼤⽊杏⾹ 増⽥晃⼦ ⽥中葉⽉ 浅井優⾥佳 平井桂⼦
W4C ししゃもねこ 安藤瑞葵 安藤瑞葵 加藤春⾹ 河合⾹穂⾥ 鷲⾒育美 ⼩林鈴⾹
W4C スペースシャトル（Ａ） 梶⽥由加⾥ 平松あかね 梶⽥由加⾥ 堀江侑加 浜崎菜々 前⽥侑紀 ⼤⽯⾥美
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部 チーム名 監督 選手

SM1 はりーあっぷ 中⼝直⼈ 中根寿彦 今野淳 久湊良成 森⼭裕⼀ ⽵内優 樋渡邦弘 李キ 中⼝平 中⼝直⼈ 松島貴胤
SM1 ＤＡＩＭＯＮ 加藤敬 加藤敬 船⽊勝正 成瀬達吉 伏屋⼀郎 ⻑⽥秀孝 杉浦義勝 中根正芳 桑野篤史 上前茂⼈ ⽊⽥博中
SM1 Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ 中川和美 廣⽥⼀ 久⽊⽥佳裕 ⼭内崇史 横井洋也州 北⽥伸⼀ 重久達 宮地智之 ⼤⼭正勝
SM1 ＡＩＳＩＮＡＷ（Ａ） 浜崎久義 浜崎久義 松本泰造 坪井和也 加藤佳孝 川合彰 岡⾥康裕 冨⽥元気
SM1 岐大ＢＣ 松村昭洋 伊藤健⼆ 稲葉正法 旧井実 ⽅波⾒武史 加納弘⼰ 島岡正和 松井政治 松村昭洋
SM1 風林火山（Ａ） 古⽥圭三 伊藤元徳 柴垣典晃 武智清治 ⻑瀬寿⼀ 永⽯圭史 古⽥圭三 ⼤浦直⼈ 宮⽥真⼆
SM2 ＮＡＮＺＡＮ（Ａ） 中川浩⼀ 若井泉 仲保和彦 橋本富夫 ⽔野豊 半⽥裕嗣 細江⾠之
SM2 紫電会 冨⽥俊⼆ 冨⽥俊⼆ 花井謙吉 吉岡由起雄 梶⽥秀明 ⽥中光 ⼤⽵達裕 ⽵内照貴 ⻄脇弘⾏ 多久島⼀慶
SM2 ＢＵＴＣＨＥＲＳ 佐野章 佐野章 ⼤部智⾏ ⼤河内潔 垣⾒直 杉⼭誓英 鈴⽊健⼆ ⼤嶋敦司 藤井明⼈ 下忠勝⺒ 中川豊
SM2 横須賀クラブ 吉⽥好克 吉⽥好克 上村幸司 齋藤敏和 柴⽥裕⼠ 豊永清孝 奥村武之 若林太喜夫 服部⼀希 薦⽥賢
SM2 ＭＵＳＣＬＥＣＬＵＢ 神野隆⾏ 杉江富夫 井上智晴 浅井貴⼤ 牧本学 中村⻯⼆ ⼤越康弘 神野隆⾏
SM2 ＪＵＰＩＴＥＲ（Ａ） 丹⽻康博 丹⽻康博 浮⽥哲治 廉野正治 上岸幸⼀ ⼩島克久 ⽥⽴昌⼈ 橋本孝彦
SM3A 東海クラブ（Ａ） 中島義仁 中島義仁 ⽔野善仁 ⼭⽥隆将 ⾓⽥敏洋 深⾕⿇⾥夫 町⽥英之 校條和久 加藤⼤策
SM3A ＮＫＣＢＣ 岡部和也 岡部和也 ⻤頭幸裕 井⼾宗直 鈴⽊豊三 千種攻侑 ⽥中俊宏
SM3A ラケットメイトクラブ（Ａ） 永井暢彦 永井暢彦 野中精⼆ 加藤弘⼆ 岩下敏明 堀井俊宏 野村忠司 森徹 辻井俊次
SM3A ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ（Ａ） ⼟屋宣 ⼟屋宣 平⽥庸⼀ 野村克也 神⽥之裕 鈴⽊昌雄 豊沢和美
SM3A 岩倉パラレル 浅野勇 浅野勇 伊奈克芳 千村収⼀ ⽮⽊野健⼀ 松⽥秀樹 丹⽻⽂仁 島⽥和典 橋⽖潤也
SM3A 貴船ＢＣ（Ｂ） 武藤弘敏 武藤弘敏 中川浩⽰ 今永順⼀ 林宣⾏ ⽶村⼀広 ⼤⾥芳宏 ⽥中均
SM3B ＢｕｄＢｕｄ ⽯原康⼆ ⽯原康⼆ 梅⽥貴弘 加藤和浩 川⽥恵寛 ⼯藤丈明 倉⽥茂実 関拓郎 岡⽥幸勇
SM3B 三好 ⽵内隆紀 内⽥弘⾏ 菅原浩司 ⽩井基裕 松⽥貴男 ⽵内隆紀 北川佳久 寺倉正明
SM3B 貴船ＢＣ（Ａ） 松本博 松本博 渡部義弘 ⾬奥勝磨 北島佳典 加藤泰弘 澄川順也 吉⽥隆史 祖⽗江正昭 松⽊⼤樹
SM3B シャトルまかせ（Ａ） 村⽥⾼⼈ 村⽥⾼⼈ ⼩野瀬節信 横⼭弘 ⽊村隆夫 吉⾕真也 井上博喜
SM3B 中川シャトル 清⽔善勝 中尾浩 中尾賢之 菅沼純⼆ 園元信⼀ 古川拓幸 串間幸⽣ 藤綱貴將
SM3B 桜井ＢＣ 荒井和夫 荒井和夫 杉⼭栄昭 加藤浩 三好利⾏ 中垣茂美 永井啓介 ⽟城真⼀ 密⼭信⼆ ⽥籾勲 伊丹英⽣
SM4A ＲＳＮＯＮＡＫＡ 本⽥道明 ⾼橋義⾏ 本⽥道明 井⼝貴雄 ⼤⽥祐希 ⼩倉泰道 平林善宏
SM4A 東海シャトルズ（Ａ） ⾦澤秀昭 ⾦澤秀昭 坂本和親 岩⽥恒夫 園部繫夫 北川利光 下源茂⺒ 川城翔 ⼀瀬秀⼈
SM4A ラケットメイトクラブ（Ｂ） 野中孝明 野中孝明 村⽊照明 川端⾄ ⾺渕衛 ⽊曾俊彦 ⾺場邦俊 ⽯那⽥貞次 宮本崇史
SM4A ＡＩＳＩＮＡＷ（Ｂ） ⻫藤良⼆ ⻫藤良⼆ 嶋⽥政志 稲垣隆寛 岡⽥宏志 ⾦⽥啓介 牧洋司 近藤守 蜂須賀孝
SM4A ＢＳＭＯＲＩＴＡ 新⽥正喜 ⼤⻄範和 横⼭信⼀ 岩⽥頼茂 野村憲康 中根⻯也 鴫原孝佳 新⽥正喜
SM4B ヤングシルバー（Ａ） 斎藤浩⼆ 斎藤浩⼆ 前澤義典 ⻘⼭貴之 ⼭野浩司 深津秀樹 広川紀男 倉橋寛光
SM4B フレスカ ⽑利光⼀ ⼩林⽂雄 ⽝飼康⼀郎 横地永年 松井治道 ⻑⾕川義男 古橋毅 伊藤和彦 冨⽥泰弘 ⽑利光⼀
SM4B ＮＡＮＺＡＮ（Ｂ） 川瀬信治 ⻑尾⼜兵衛 中川浩⼀ 川瀬信治 ⾨野浩治 宮川直樹 伊藤奨 平野泰孝 伊藤修 中⽥賢⼀
SM4B ＳＭＩＬＥ 安藤芳徳 安藤芳徳 安藤勝基 中嶋章敏 名取和成 切⼿剛 賢⽣季隆 清⽔真
SM4B 東海シャトルズ（Ｂ） 坂上覚 坂上覚 ⼤野俊彦 ⻄⼭光雄 上柿正治 ⻑尾潤 相⾺秀記 ⼭⼝悟史 森信幸 仲原和孝 杉江良基
SM5A ＪＵＰＩＴＥＲ（Ｂ） 藤本ひろみ ⻑⾕川潔 上⽥郁也 加藤賢司 加藤晋 野津寛⼆ 本⽊孝 渡邉伸也
SM5A 名港クラブ ⾕本勇王 ⾕本勇王 ⼯藤亨 伊藤太⼆ 飯⽥宰 畠⼭孝利 ⼀⽊俊成
SM5A 東海シャトルズ（Ｃ） 三好誠 三好誠 ⽶澤⾄ 城保彦 ⼤塚英之 深尾匡 ⼩枝利彦 稲垣英樹 ⼭岸良⾏
SM5A ヤングシルバー（Ｂ） ⽥安武男 ⽥安武男 筒井公夫 百々俊宗 ⻄川直治郎 川添昭彦 中條年秋 ⾓⽥和也
SM5A ＭＴＢ 辻博 辻博 ⻄川公彦 宮本恵司 ⼭⼝真澄 ⼭下正直 浅野弘光 ⼤重宜仁 坂本暁彦
SM5A 風林火山（Ｂ） 松浦孝⾄ 橋詰浩嗣 楯和也 ⻑⾕学 ⼩川嘉保 松浦孝⾄ 宮崎弘⼀
SM5B 東海クラブ（Ｂ） ⻄川和義 ⻄川和義 三島雅⼈ 浅井淳 ⿊川裕介 宮⽥康彦 天埜良彦 鈴⽊勝男 柄野哲也
SM5B ＬＯＶＥＡＬＬ ⼤⽮和夫 ⼤⽮和夫 杉⼭三春 伊藤和彦 加藤晋⼆ ⼟橋浩⼆ ⽔野公彦 ⿃⼭貢
SM5B シャトルまかせ（Ｂ） 成⽥利成 成⽥利成 佐藤富治男 星⼭道夫 ⼋⼾義則 星野潤⼀ 鶴⽥英⼀ 熊⾕定幸
SM5B 若葉Ｂ．Ｃ 中尾敏夫 中尾敏夫 井上勝仁 伊賀啓太 ⻄沢広継 北澤直樹 ⼭本悟司 ⼩末尚 ⼭本⿓⼀
SM5B ＷＥＳＴＷＩＮＧ ⻄⽥譲治 ⻄⽥譲治 野⽥登喜雄 中嶋外志夫 ⼭⽥延弘 ⼭⽥育弘 福⽥陽⼀ 河島秀晴 岩崎敦 背川貢
SM5B ＲｉｓｅＢＣ 野村孝 ⼩原洋樹 遠藤亮介 ⼤原靖弘 川村浩⼆ ⽩濱健太郎 ⽵内充徳 中利夫 中江勝広 新⽥淳 野村孝
SM6 ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ（Ｂ） ⻘⼭⼆⼗志 ⻘⼭⼆⼗志 ⻘⼭俊郎 三輪秀知 柴⽥邦彦 与語勝広 岡⽥明彦 与語直幸 ⽚⼭貴明
SM6 大森北ＢＣ 関利春 関利春 中村邦俊 原⽥⼤介 岡村知弘 甲⽥壮⼀ 柴⽥康晴
SM6 ＪｕｍＳｍａ ⽟⽥孝治 ⾓藤利明 ⻑崎智 市川清伸 ⽟⽥孝治 神⼭紀夫 ⽊村拓哉 松⼭寛和 ⾼間洋⼀ ⼤江佑介
SM6 振甫クラブ 鶴⽥昌三 鶴⽥昌三 武藤要介 細江哲雄 井⼾⽥芳典 柴⼭次夫 ⼭本和弘 福⽊俊朗
SM6 ＡｃｔＺｅｒｏ 渡辺雅志 奥野喜史 川嶋康夫 渋⾕芳樹 ⽥中健⼀ 松島史典 松⽥満雄 渡辺雅志
SM6 シャトルまかせ（Ｃ） 橋川昌幸 橋川昌幸 神尾好則 ⼩林英貴 越阪部淳 ⽊村真美 野⽥雄史



部 チーム名 監督 選手

SW1 ＭＯＫＵＲＥＮ 伊藤綾⼦ 伊藤綾⼦ 酒井好美 伊藤尚美 佐藤三葉 岩永亜紀⼦ 平岡いづみ ⼤⾒昌江 磯村江美 荻伯⼦
SW1 ＪＵＰＩＴＥＲ（Ａ） ⻑⾕川潔 廉野裕美 廣⽥京⼦ 市野寿⼦ 葛⻄道⼦ 河合千織 松⾕恵美 渡部俊⼦
SW1 横須賀クラブ 齋藤敏恵 上村ますみ 近藤⼩有⾥ ⽮野千恵⼦ ⼭⼝カオリ ⼭本寛⼦ ⽝飼広⼦ ⽊下明⼦ 三ツ⽯るみ⼦ 齋藤敏恵
SW1 三好 鈴⽊信⼦ ⼤⽥福美 加藤稲代 鈴⽊信⼦ 瀬⼝幸⼦ 今井慈 平沼由紀 尾関加代
SW1 貴船ＢＣ 栗林直美 栗林直美 ⼭⽥明美 加藤⾹⾥ 藤原直美 児⼭初⼦ ⽚⼭真理 ⽔⾕万⾥⼦ 宮⽥恵理⼦
SW1 ぽっぷこーん ⾕⼝智⼦ ⾕⼝智⼦ ⿅島早苗 野澤育代 ⼤薮和⼦ ⾜⽴理恵 津⽥愛⼦ ⼩崎輝代 関⾕芽含
SW2 Ｃｕｃｋｏｏ 安藤志津⼦ 橋村克枝 ⽵内ひろみ 樋⼝祐⼦ 梅村由美⼦ 村⽥明美 近藤清⼦ ⼤津順⼦ ⻑⾕川智⼦
SW2 ＢＵＴＣＨＥＲＳ ⼤河内潔 吉⽥宏美 永井裕⼦ 佐野⾥美 斎藤まどか 堀川洋⼦ 垣⾒妙⾹ 梅原加奈⼦
SW2 ＪＵＰＩＴＥＲ（Ｂ） ⻑⾕川潔 藤本ひろみ 伊藤由美⼦ 梶野泉 ⽊島美幸 久⽊⽥佐知枝 志賀潮路 吉川紘⼦
SW2 ＮＡＮＺＡＮ 川瀬信治 坂本由美 松井百合⼦ 坂乃⾥⼦ 秋本⾹苗 森⽴⼦ 中村恭⼦ 今吉美和
SW2 Ｐｏｏｎａ 前⽥恵 前⽥恵 志賀和代 神⾕恵⼦ 平野阿喜 鈴⽊由美 貞本三⾹ 森岡明美 沓名千春 野々⼭千恵⼦ 濱⽥明⽇⾹
SW2 ＭＴＢ 鈴⽊春江 鈴⽊春江 堀美幸 鈴⽊三和⼦ 澤⽊美恵⼦ 岩佐直美 ⼩島成美 伊藤智美 可児さとみ
SW3 クリプト ⽩井⼣貴 重富さおり ⽟⾢雅⾐⼦ 佐々⽊直⼦ 真野典英 ⽵内裕紀⼦ 前嶋靖⼦ ⽩井⼣貴
SW3 ＢＥＡＲＳ ⼤島美代⼦ ⼤島美代⼦ 辻みどり 城明美 佐野信⼦ ⼩笠原みゆき ⽥中真利⼦ ⼭本亜梨沙
SW3 シャトルメイツ 中村俊則 川森絢⼦ 児⽟順⼦ 近藤全代 中村寛⼦ 村瀬友理加 ⼭森希実
SW3 はりーあっぷ ⼩川道⼦ ⽊村満智⼦ 川村由⾥⼦ 久湊孝⼦ ⾺場留美⼦ 池⽥孝⼦ 鈴⽊典⼦ 中⼝京⼦ ⼩川道⼦ 坂野寛⼦
SW3 Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ 廣⽥⼀ 鈴⽊須光代 中川和美 篠原⾥美 ⼭⽥雅美 梶⽥智美 ウォン涼⼦
SW3 ＤｉａＭｏｎｄ 吉⾒佳代⼦ 吉⾒佳代⼦ 柴⽥章⼦ 海江⽥尚⼦ ⽥中清⼦ 佐々⽊育世 ⽵内⿇由美


