
登録名簿（一般男子団体）
チーム 監　督 コーチ
BEER'S 遠藤直樹 藤枝慎治 伊深裕晃 芳賀順一 伊深知晃
（宮城県） 稲垣亮
アースクラブ 大里浩一 石井孝典 吉田修 田仁貴也 江藤秀幸
（埼玉県） 小原健志
芝園サークル 伊橋元治 服部久雄 宮原弘昌 古橋基之 田中利幸
（埼玉県） 山田尚 菅原彰道
鳶羽会 山崎康太 西田優貴 林成行 佐藤拓 前川孝治
（埼玉県） 大津健司
ＳＰＩＲＩＴ 町田雅人 佐々木真哉 関根崇 仲原健一 野村太一
（埼玉県） 斉藤翔吾 岡崎篤
スリーセブン 橋本大八 加藤義之 大木隆 梶啓介 小柳勇介
（千葉県）
NBAクラブ 栄代正男 山崎大樹 田上靖貴 南武志 村上亮
（石川県）
第３大勝丸 山下悟 錦織健二 高寺弘晴 伏間隆二 政谷和俊
（石川県） 三反崎俊介

はりーあっぷ 中根寿彦 久湊良成 清水淳 藤田勝靖 石川兼司
（愛知県） 長屋伸健 中口竜郎
ウイングス 岩本昇泰 松尾純次 渡辺一司 中元稔 永井享
（三重県） 瀬川泰人
蚤心倶楽部 谷口知弘 吉田淳 山崎真一郎 北智文 鈴木将吾
（三重県） 田中康大 吉居卓俊
美翔団 鎌田志門 菅野悦司 橋詰貴規 林健二 小椋晴吉
（三重県） 鎌田正幸

大阪フェニックス 田中一寛 北辻和孝 有田圭一 有田浩史 福田健郎
（大阪府） 中川欣史 門田浩明
三国クラブ 虻川友光 園部隆伸 朝田大輔 朝田高志 藤田岳志
（大阪府） 喜来順司 上枝正弘
三木シャトル 高井雅也 横田雅士 石崎二郎 姥拓郎 東崎裕史
（兵庫県） 土肥涼太
SHAYAKA'ｓ 岡下智成 柏木裕司 山﨑健二郎 中野卓哉 麻生裕平
（奈良県） 桝井保宏 岩崎芳仁
Ｑｕａｌｉａ　Ａ 小島敏計 横山秀之 外所一哉 金子陽次 内山崇
（群馬県）
Ｑｕａｌｉａ　Ｂ 吉田典幸 森村和史 唐沢孝光 相葉宗一 林拓也
（群馬県） 明沼陵司
みどり市クラブ 谷脇直史 松本俊一 宮寺重行 青木崇 津久井政男

（群馬県） 相馬充
羽組 窪田将樹 澁谷卓礼 長谷川武史 荒川博之
（静岡県）

嶋本医院クラブ 川上大輔 黒川裕也 稲垣圭介 今泉裕輔 藤原勇也
（島根県） 稲垣慎二 山崎一慶
栃木選抜 垣内大輔 金沢英春 会澤真之介 大橋茂 水沼史明
（栃木県） 山田浩史
Ｍ．Ｂ．Ｃ 大島大典 別井一彦 片柳裕介 志賀学 黄倉英
（栃木県） 伊藤達則
アグレスィオン 藤田賢一 上岡利至 坂原尚 佐藤大輔 松本誠
（栃木県） 伊藤雄志 植木伸晃
飛　豚 菊地崇之 竹沢広之 岩下徳将 荒木大輔 田仲昌弘
（栃木県） 斉藤泰士 荒井伸治
ＵＳＥＣ 栗崎崇彦 窪元勇太 黒子博之 西丸大輔 荒巻勇三
（栃木県） 仲山順一

菊池保 漆原佳之

５ 野村太一 町田雅人

２６ 荒巻勇三 仲山順一

２５ 菊地崇之

２３ 青木利夫

２４ 藤田賢一

２１ 稲垣慎二

２２ 星野裕則

１９ 谷脇直史 松本俊一

２０ 窪田将樹 澁谷卓礼

１７ 小島敏計 伊藤真奈美

１８ 吉田典幸 森村和史

１５ 高井雅也 横田雅士

１６ 桝井保宏 柏木裕司

１３ 田中一寛 北辻和孝

１４ 宇都宮正満 虻川友光

１１ 森田正人 山村勇也

１２ 菅野悦司 鎌田志門

９ 中根寿彦

１０ 渡辺　一司 瀬川　泰人

７ 松原宏明 栄代良和

８ 寺田正俊 道下要治

２ 大里浩一 石井孝典

６ 橋本大八

３ 伊橋元治 中川也寸志

４

選　　　　　手

遠藤直樹 後藤清律１



登録名簿（一般女子団体）
チーム 監　督 コーチ
鳶羽会 尾崎厚子 上形佳巳 井上美緒 中内希 松口裕美
（埼玉） 門田智美

TEAMはっとりクン 橋本明奈 工藤裕子 山口絵美 大熊幸恵 渡邊千枝
（埼玉） 杉田舞 澤木麻佑子

Ａ・Ｎ・Ｓ 田村早苗 杉本仁美 石川桂 赤澤春美 長畑佳那恵

（千葉県） 美濃真弥
津幡クラブ 前田美和子 安川紀美恵 酒井成美 蔵本利美 曽我香織
（石川県） 酒伊真喜子 原田直子
RHBT 百丸恭子 石川さやか 間瀬さやか 土田紘子 富田佳美
（愛知県）
西林寺B.C 橋爪弥那子 奥村あけみ 松本有美子 小坂井明子 村上真由子

（三重県） 下尾早紀
ウイングス 大井早苗 馬場みか 松井千夏 近澤奈々 大井三鈴
（三重県） 川口愛里 藤田寛子
川越クラブ 若松美香 木村佳奈 黒田紗代 松岡美佑紀 蒔田晃子
（三重県）
Yクラブ 大森弘子 橋詰久美 西美奈子 木村友美 樋口愛子
（大阪府） 前田志穂美 氏本歩

枚方殿一クラブ 元井緙 吉井香織 生田絵美 倉本紗甫 武知絵里子

（大阪府） 生田奈津美 若杉文音
ＷＩＮ 貴田左恵子 溝裕美 堤紘未 武井加代 前田亜貴
（奈良県） 三宅知佳 吉田奈保美

イースト 蓬田朝美 蓬田智美 布施希望 荻谷遥 原田郁美
（栃木県） 小池里美 高木優衣
栃木選抜 吉田裕美子 山田真祐子 大橋貴子 横山由美 関谷佳奈
（栃木県） 長縄久美子 櫻井里恵
アグレスィオン 坂本悦子 菊地悦子 梅澤麻衣 山田美香 横倉美希
（栃木県）

登録名簿（成年男子団体）
チーム 監　督 コーチ

オンプリーゴ 斉藤高行 島村亮一 斉藤功一 山下大介 水上吾郎
（埼玉県） 福島修一 南寿夫 新井富男 三浦学
デビルバッツ 慶野文敏 小野美仁 上村威信 加藤武 清水徹
（埼玉県） 吉沢潤和
愛知選抜 加藤貴人 稲垣亨 松原伸幸 岡本哲哉 新田正喜
（愛知県） 辻口裕信
三重選抜 山田直彦 吉田仁 沖塚孝久 阿部信幸 古橋一壽
（三重県） 出口徹
兵庫選抜 江口武志 羽鳥正美 上野誠 藤原英記 高垣達洋
（兵庫県） 吉岡保樹 中田典昭
王寺クラブ 岡田憲典 藤本英樹 佐々木佳久 堀川真吾 笹内英明
（奈良県） 吉田陽介 山下光
ＳＷＡＣ 芹澤英彦 西村好吉 立川勝彦 藤原伸行 石田薫
（静岡県） 神田恵介 菅野圭一
富士通クラブ 多田哲夫 小暮直隆 木村博 藤田秀和 横山稔
（栃木県） 小川哲也 倉上徳昭 田嶋正一
栃木選抜 松本隆介 中野稔 長野敏晴 佐藤直樹 加藤一
（栃木県） 渡辺勝浩 篠崎淳

２ 篠田直子 杉山仁美

３ 新田正喜 辻口裕信

２ 慶野文敏 小野美仁

１３

８ 安藤修二

９ 加藤一

６ 岡田憲典 佐々木保美

７ 芹澤英彦 西村好吉

４ 山田直彦 吉田仁

５ 江口武志 上野誠

選　　　　　手

１ 新井富男 三浦学

星野裕則

１４ 坂本悦子

１１ 前田亜貴 三宅知佳

１２ 田野幸一 上野健太

９ 大森弘子 橋詰久美

１０ 生田健一 吉井香織

７ 大井早苗 北山朝子

８ 若松美香 木村佳奈

５ 百丸恭子

６ 松本有美子 松本有美子

３ 田村早苗

４ 前田美和子

選　　　　　手

１ 菊池保 漆原佳之



登録名簿（壮年男子団体）
チーム 監　督 コーチ
羽根太朗 堀木豪 松永光正 染谷隆男 湯浅孝弘 落合良充
（埼玉） 保坂次雄
チャレンジ 前田哲郎 小島憲次 元木盛雄 松本平八郎 古巣金三
（千葉県） 高部章 金井敏男
海ほたる 中村康男 吉田寛 阿部哲夫 佐藤明海 佐藤一男
（千葉県） 武藤良治 積田雅美
愛知選抜 野村博克 浅井知正 大村真司 佐々木淳 高見堂康弘

（愛知県） 鬼頭尚見
三重選抜 佐藤幸彦 竹内幹仁 梅村勤 松田大吉郎 佐野修
（三重県） 米沢強
兵庫選抜 服部清彦 山路栄三郎 中村昇 熱田廣文 岡田富雄
（兵庫県） 藤林正雄
奈良県選抜 井田吉昭 宮崎博 中島真一 喜多利行 平瀬宏治
（奈良県） 近藤晶紀 山下幸二 堀本昌宏
岩手選抜 佐々木邦夫 山口泰広 鈴木吉一 熊谷徹 北野和敏
（岩手県） 伊藤一郎
栃木選抜A 今野征巳 羽石武士 宮島実 田中克己 沢畑克人
（栃木県） 井口保
栃木選抜B 相場初男 斉藤正美 松田和人 石塚正男 佐々木敏
（栃木県） 廣田誠

登録名簿（混合複団体）
チーム 監　督 コーチ

デビルバッツ 佐瀬大輔 浅葉学 古谷礼幸 寺田典広 梶野和代
（埼玉） 福島恭子 時田章子
バドバド 石川裕 宮崎貴生 小川卓也 鈴木浩太 加藤喜代美

（千葉県） 宮崎恵美 岡田亜美 堀亜由香
ファミリーBC 田澤市蔵 伊藤康雄 野田章弘 伊藤いづみ 鵜川由衣
（神奈川県） 高野里美
フレスカ 佐藤伸郎 藤田優子 竹内敦司 落合由希子 上野祥子
（愛知県） 小平徹也
愛知選抜 西川原幸生 佐々木貴一 篠原彰 田中光 高倉あゆみ

（愛知県） 佐藤実季 田中美月
三重選抜 豊田法生 梅本修平 宍戸基 別所美穂 篠原里美
（三重県） 松原真弓 石本麻衣
レッドリボン 川井亮喜 山下正直 大岡正典 川井由美子 吉川智恵美

（滋賀県） 大岡みすず

平安クラブ 柳瀬憲利 柳瀬和子 奥田和彦 奥田康子 掛水孝男
（京都府） 掛水佳子

いちごハウス羽遊 藤原正樹 森亜加根 田中直樹 谷理子 岩井友則
（京都府） 上村真有美

群馬 飯野博英 後藤史光 中嶋考志 中嶋愛美 関幸子
（群馬県） 本合律代 北爪真穂
きんぷくまる 奥出裕充 佐藤隆昭 赤塚昌紀 田中精一 今井早由里

（東京都） 田中泰子 柴田展子
遊羽 山田雅弘 降矢隆治 中村健二 植椙早苗 室伏弘子
（静岡県） 佐野史代 中村彩
ＳＷＡＣ 佐野康之 橋口裕司 加藤厚 西村知世 大木利枝
（静岡県） 藤原由利子 芹澤まどか

登録名簿（成年女子団体）
チーム 監　督 コーチ

大阪府選抜 森脇順子 横内真弓 石井厚子 真本朱実 生田陽子
（大阪府） 桐原早苗

奈良王寺クラブ 南本嘉美 堀川有紀子 佐々木保美 萬本量美 友田真理
（奈良県） 吉田鈴 山下茂美

１ 福森勝治 生田健一

２ 岡田憲典 南本嘉美

１３ 佐野康之 橋口裕司

選　　　　　手

１１ 奥出裕充 田中精一

１２ 植椙早苗 山田雅弘

５ 西川原幸生

１０ 飯野博英 後藤史光

８ 柳瀬憲利

９ 田中直樹

６ 豊田法生

７ 川井亮喜 山下正直

３ 田澤市蔵

４ 佐藤伸郎

１ 寺田典広 慶野文敏

２ 加藤喜代美

１０ 相場初男

選　　　　　手

８ 北野和敏

９ 井口保

６ 中村昇 藤林正雄

７ 山下幸二 堀本昌宏

４ 大村真司

５ 竹内幹仁 佐野修

２ 金井敏男

３ 武藤良治 佐藤一男

選　　　　　手

１ 堀木豪 富田明


