
会人クラブ対抗バドミントン大会【選手名簿】 2013.07.07 小田原アリーナ

 監督 コーチ 選手

平賀　智 小笠原　憲吾 三浦　健人 遠藤　俊貴

菅原　正人 阿部　泰裕

小島　敏計 樋口　晃敏 相葉　宗一 清水　裕介

唐沢　孝光

長岡　孝一 六本木　義宏 松崎　直哉 吉野　幹

田村　秀樹

宮寺　重行 松本　俊一 津久井　政男 谷津　怜史

内藤　徳亮

石井　孝典 小原　健志 田仁　貴也 木村　将紀

西田　優貴

芹澤　英彦 佐野　明彦 窪田　将樹 石田　薫

神田　恵介

皆川　聡 落合　佐多央 下池　賢二 渡邉　将弘

伊藤　誉人

橋本　大八 加藤　義之 大木　隆 小柳　勇介

吉野　真幸

田野　幸一 会澤　真之介 水沼　侑也 秋澤　祐太

大島　公嗣 田中　一弘 田崎　真資

菅田　直純 本田　高司 渡邉　翔太 佐藤　拓也

石田　たけし 田中　友浩 田中　友章

味噌山　剛 安間　哲大 中川　篤 山川　剛史

松野　友貴 斉藤　直希 堀江　巧平

高橋　卓也 田宮　聡史 笹島　基弘 田添　亮

中村　浩平 本沢　豊 伊藤　穣

池上　雄士 小野　正善 三橋　司 小松　翔

遠藤　浩明 岸　裕一 小宮　慎吾

潮田　恭平 清水　一行 佐々木　諒 中村　宏史

篠岡　伸明 吉田　峻洋 初田　翔平

上野　悟史 宮下　英之 加藤　裕一 小澤　梓

近藤　和也 陶山　高志 阿部　巧

清水　俊行 橋元　勇祐 高橋　大輔 加藤　豪

平野　翔太

三宅　悠介 服部　峻 岡本　和也 千北　真広

松尾　純次

 監督 コーチ

蓬田　朝美 蓬田　智美 布施　希望 小崎　沙織

福井　美帆 白井　千都 横塚　萌希

桑原　美詠子 佐野　由佳 定直　澄子 高橋　良子

和田　典子 蛭崎　利恵

阿部　未加子 平尾　真美 藤田　七恵 後藤　春菜

永島　梨沙 逆藤　純

選手

栃
木

Ｅａｓｔ 会澤　真之介 田野　幸一

神
奈
川

四十雀 桑原　一也

富岡クラブ 三宅　悠介 服部　峻

一般女子団体

平尾　真美 逆藤　純平塚ワシントン

桑原　一也 桑原　一也四十雀

YANG YANG（B） 小野　正善池上　雄士

フリューゲル 潮田　恭平

ＲＯＢＩＮＳ 菅田　直純 本田　高司

ラッキー 上野　悟史 陶山　高志

栃
木

Ｅａｓｔ 田野　幸一 会澤　真之介

埼
玉

ＳＷＡＣ 芹澤　英彦 佐野　明彦

松本　俊一

石井　孝典 小原　健志アースクラブ

スリーセブン 橋本　大八
千
葉

ジュピター 皆川　聡 皆川　聡

静
岡

ＴＧＫ

みどり市クラブ

群
馬

小笠原　憲吾平賀　智

小島　敏計 清水　裕介

長岡　孝一 六本木　義宏

谷脇　直史

神
奈
川

Ｓｅａｇｕｌｌｓ 味噌山　剛

YANG YANG（A） 高橋　卓也 田宮　聡史

一般男子団体

秋
田

海人秋田会

Ｑｕａｌｉａ



 監督 コーチ

飯野　博英（48） 後藤　史光（47） 外所　一哉（33） 伊藤　修次（31）

中嶋　愛美（38） 伊藤真奈美（43） 松田寿美恵（29）

須藤　仁憲（39） 荻原　康浩（37） 相馬　充（29） 岡村　洋子（41）

稲垣江里子（39） 佐藤　直子（33）

橋本　拓也（40） 大里　浩一（34） 吉田　規一（29） 野本　純子（33）

石田　理沙（31） 小原　藍（26） 栗原　香里（23）

村松　晴彦（56） 西村　好吉（49） 八木　昴一（29） 飯野　裕子（60）

西村　知世（49） 樽井　由美（48） 真守　友紀（34）

弓田　喜文（33） 松久　竜史（43） 荻原　章宏（38） 伊東由美子（34）

枝川　彩乃（25） 上野　晴菜（23）

岡村　和博（40） 柴﨑　貴司（38） 田邉　武志（24） 柴﨑　玲実（31）

田邉　奈穂（26） 濱邉　沙織（25）

金子　豪（38） 内田　真太（35） 生井　佑介（26） 内田　智子（46）

島村友紀子（35） 高橋　春菜（26）

野田　章宏（46） 伊藤　康雄（40） 津滝　修司（37） 角津　真志（31）

森下　善行（27） 角津　由有（28） 伊藤　いづみ（33） 鈴木絵梨香（26）

蒔田　圭一（38） 宮脇　英雄（38） 市川　直樹（36） 吉本　秀晴(31)

北田　有岐（35） 楠　恵（31） 白樫　春菜（23）

黒嶋　雅浩（33） 小金　真也（29） 香西　真彦（25） 高橋　智幸（26）

鈴木　真衣（23） 児玉　知美（42） 山本久美恵（37）

阿部　雅人（34） 金子　隆憲（34） 佐々木篤史（35） 米山　千明（39）

上枝奈央子（35） 柏原　友里（28）

 監督 コーチ

大川　潤（46） 山本　義昭（46） 久保田裕之（41） 舟山　桂介（41）

水島　健一（37） 遠藤　太郎（36）

佐野　康之（53） 野村　幸央（47） 平林　剛（46） 立川　勝彦（49）

石川　勝也（49） 木田　成昭（49）

萩野　正史（36） 草野　行輔（36） 山口　明（43） 栗田　義照（40）

野田　裕二（46） 笠井　統（46）

 監督 コーチ

堀木　豪（60） 大田耕太郎（53） 湯浅　貴弘（55） 松永　光正（57）

染谷　隆男（66） 落合　良充（65）

吉田　寛（66） 近藤　繁（65） 佐藤　明海（59） 三木　正明（51）

積田　雅美（59） 武藤　良治（54）

古巣　金三（64） 松本平八郎（63） 浜田　眞一（63） 前田　哲郎（58）

植松　伸勝（56） 石川　裕（54） 佐藤　紀幸（52）

田島　謙二（53） 菅沼　正行（54） 高田　修（55） 高須　英明（56）

渡辺　博（64） 山本　洋彦（71） 渡辺伸二郎（53）
小田原イーグルス 山本　洋彦

混合団体

成年男子団体

壮年男子団体

佐藤　明海武藤　良治海ほたる

神
奈
川

チャレンジ 金井　敏男 浜田　眞一

千
葉

静
岡

ＳＷＡＣ 佐野　康之 野村　幸央

埼
玉

羽根太郎 堀木　豪 冨田　明

田澤　市蔵

神
奈
川

CLUB K2 野田　裕二 福田　弘子

千
葉

松戸東部 久保田　裕之

岡村　和博 柴﨑　貴司

生井　佑介金子　豪

フリューゲル

神
奈
川

ファミリーＢＣ

イースト（ＥＡＳＴ）

ＲＯＢＩＮＳ

蒔田　圭一

黒嶋　雅浩

アースクラブ 橋本　拓也 大里　浩一
埼
玉

みどり市クラブ 谷脇　直史 稲垣　江里子

群
馬

栃
木

ＺＥＲＯ 松久　竜史 弓田　喜文

静
岡

ＳＷＡＣ 西村　好吉 西村　知世

飯野　博英 後藤　史光Ｑｕａｌｉａ

や組

ホワイトソックス

選手

選手

選手

阿部　雅人 金子　隆憲


