
一般男子団体　選手名簿

団　体 監督 コーチ

佐々木 俊輔 佐藤 光太 鈴木 隆一 渡辺 賢 安藤 誠将 代重 拓朗

貴田 祥太

小笠原 憲吾 菅原 正人 遠藤 俊貴 阿部 泰裕 三浦 建人 平賀 智

木下 博之 山口 拓幸 井伊 博亮 弓田 剛史 二宮 碩晨 久保田 裕太

寺田 駿

田野 幸一 会澤 真之介 大島 公嗣 大島 智彦 森山 雄太 水沼 侑也

菅原 健太

田中 一弘 横関 恭平 西野 雅之 吉澤 薫 前原 俊宏 橋本 壮平

小池 毅

宮寺 重行 松本 俊一 津久井 政男 金子 陽次 谷津 怜史 内藤 徳亮

吉田 典幸 外所 一哉 樋口 晃敏 清水 裕介 相葉 宗一 唐沢 孝光

石井 孝典 小原 健志 木村 将紀 小野山 敬 田仁 貴也

野口 修 九頭見 忍 荒井 達也 衣川 修平 小嶋 裕也 松田 幸樹

上村 威信 浅葉 学 村松 崇 近藤 亮祐 柳沢 弘利

橋本 大八 加藤 義之 大木 隆 小柳 勇介 吉野 真幸

高田 大輔 小林 孝臣 高田 将平 水戸 将平 北村 隼一 北村 悠治

高田 健太

奥野 一静 北島 正大 稲葉 靖典 大江 正人 太田 誠

車 祥幸 別森 優理子 車 祥幸 谷川 俊昭 別森 英司 向井 聡 伏間 隆二 伏間 清隆

上田 真也

干場 正明 長谷川 純 干場 正明 長谷川 純 松本 雅之 大南 昌幸 堀川 祐生 浅野 昭起

杉田 雅史

中根 寿彦 久湊 良成 藤田 勝靖 石川 兼司 長屋 伸健 中口 竜郎

鎌田 志門 橋詰 貴規 安藤 大 金森 正和 山口 尚之 菅野 悦司

林 健二

上田 優紀 近藤 裕嗣 中山 和幸 梅枝 武臣 前田 和紀 松本 憲人

内藤 涼太 中西 泰基 舟橋 優介 山田 祐也 稲垣 貴彦 最明 裕介

藤原 宏之 横田 大地 高須 遼平 望月 豪 北村 寿磨

小倉 恵 佐々木 達哉 徳田 文太 中村 和広 嵯峨根 和正 宇佐美 修祐

佐々木 啓一

園部 隆伸 虻川 友光 喜來 順司 朝田 大輔 藤田 岳志 毛利 智哉

小林 孝章

有田 圭一 有田 浩史 門田 浩明 長谷川 礼 青山 康寛 谷 直樹

田中 一寛

中濱 康祐 三坂 裕士 竿田 朋宏 藤井 亮太 宗田 明大 平尾 亮太

森本 敬太

岡野 史裕 東 大祐 野島 丈嗣 須藤 郷史 城間 克規 北川 達之

浜北 和彦

瀬口 徳久 守屋 満 栗田 輝亮 坂本 翼 中野 忠昭 栗田 純貴

豊 将大

高井 雅也 横田 雅士 石崎 二郎 東崎 裕史 津賀尾 雄一

岡下 智成 吉村 幸朗 山﨑 健二郎 坂下 泰啓 松村 篤人 井谷 貴史

柏木 祐司

岩本 邦宏 甲斐 義樹 北原 惇史 松原 由幸 松村 智仁

嶋本医院クラブ（島根県） 稻垣 慎二 山崎 一慶 川上 大輔 黒川 裕也 稻垣 圭介 藤原 勇也 仁島 拓哉

野々村 亮宏

角 仙一 中山 雅博 田上 富久 川上 達也 三好 幸夫

第１４回全国社会人クラブ対抗バドミントン大会　参加者名簿

小野崎 一郎ＳＢＤ（宮城県）

シャトル２１（栃木県） 井伊 博亮

海人秋田会（秋田県） 遠藤 俊貴 小笠原 憲吾

会澤 真之介田野 幸一Ｅａｓｔ（栃木県）

ＹＹＣ（栃木県） 田中 一弘

みどり市クラブ（群馬県） 谷脇 直史 松本 俊一

Ｑｕａｌｉａ（群馬県） 吉田 典幸 外所 一哉

ｅａｒｔｈ ｃｌｕｂ（埼玉県） 石井 孝典 小原 健志

ＷＫＳイーグル（埼玉県） 野口 修 九頭見 忍

デビルバッツ埼玉（埼玉県） 上村 威信 浅葉 学

スリーセブン（千葉県） 橋本 大八

井口クラブ（富山県） 中嶋 祐彰 木下 武

山室中部バドミントンクラブ（富山県） 奥野 一静

剱（富山県）

ＷＢＣ（石川県）

はりーあっぷ（愛知県） 中口 直人 中根 寿彦

美翔団（三重県） 鎌田 志門 橋詰 貴規

有田Ｂ．Ｃ（三重県） 上田 優紀

ウイングス（三重県） 内藤 涼太

ＲＥＤ  ＲＩＢＢＯＮ軍（滋賀県） 大岡 正典 川井 亮喜

Ｍ－ＣＨＥＭＩＣＡＬ（京都府） 宮崎 俊輔 佐々木 章人

三国クラブ（大阪府） 園部 隆伸 虻川 友光

大阪フェニックス（大阪府） 田中 一寛 有田 圭一

箕面クラブ（大阪府） 高田 克己 三坂 裕士

童心クラブ（大阪府） 谷藤 準

甲斐 義樹

Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ（兵庫県） 瀬口 徳久 守屋 満

三木シャトル（兵庫県） 高井 雅也 横田 雅士

児島ＫＩＤＳ（岡山県） 三好 幸夫 山本 典子

選手

ＴＥＡＭ ＨＡＮＥＢＩＴＯ（奈良県） 岡下 智成 吉村 幸朗

Ｊｅｗｅｌ（和歌山県） 岩本 邦宏



一般女子団体　選手名簿

団　体 監督 コーチ

山ノ内 正美 菊地 佳那 横山 律子 近藤 梢恵 長濱 絵里奈 新屋 有子

紺野 利奈

蓬田 智美 布施 希望 小崎 沙織 白井 千都 横塚 萌希 原田 郁美

峯岸 靖子 岡村 洋子 稲垣 江里子 石原 梢 佐藤 直子 内藤 遥

伊藤 真奈美 牛込 紀子 青木 伯子 菊池 晴美 松田 寿美恵 根岸 智春

小原 藍 上野 智恵美 篠原 綾乃 秋山 みずほ 上村 由季

福島 静香 菅原 多美子 野村 愛里 小嶋 直緒 加藤 由紀 辻 綾香

別森 優理子 鈴木 淳子 宮嶋 花恵 細川 早苗 伏間 理沙 小川 恵理

杉田 希実

越野 佳代 徳田 美穂 清水 美香 坂本 佳奈 澤 祐依

中口 詩織 妹尾 友希 久野 紀美子 葛谷 珠己 前田 莉沙 高野 萌

内田 紗恵 清水 亜矢 古橋 亜友 真弓 恵理子 川口 愛理

森口 沙織 羽山 未良依 木本 真由美 木本 真奈美 竹野 亜依 下和田 美江

吉井 香織 若杉 文音 石橋 友梨華 斎藤 あやか 真本 琴美 井上 沙貴

倉本 沙甫

井下田 昭子 中納 明日香 沖本 彩 正木 遥 高谷 沙耶 山口 菜美

大森 弘子 樋口 愛子 木村 友美 西 美奈子 前田 志穂美 藍原 千栄

木村 好美 中山 知未 藤井 梓 水池 綾加 大西 奈都美 末兼 彩咲

上所 愛 中原 律 中村 唯 安戸 ちひろ 中村 凪沙

山内 直子 槍野 加奈 池田 周子 米森 友美 村上 綾香

三宅 知佳 前田 亜貴 吉田 奈保美 石岡 志穂美 小口 景子 山下 菜穂

松岡 志帆

成年男子団体　選手名簿

団　体 監督 コーチ

浅香 昌之 寺田 典広 小野 美仁 石渡 雅史 四宮 敏彦 武者 聡

山崎 博 渡辺 力

高島 辰夫 佐藤 友紀 関口 英二 湯沢 篤 高橋 宏二 石川 知行

相川 邦臣 吉沢 潤和 安生 泰久 三橋 有吾 寺島 昭 新井 富男

天沼 勉 下里 祐二 田中 利幸

大川 潤 山本 義昭 久保田 裕之 舟山 桂介 水島 健一 遠藤 太郎

田辺 建吾 寺井 宏之 加藤 雄二 竹下 雅哉 山田 哲司 渡邊 孝洋

水口 錦次 蔵野 耕治 吉田 哲也 恒川 誠 今井 一雄 松林 友幸

芹澤 英彦 佐野 康之 西村 好吉 立川 勝彦 橋口 裕司 野村 幸央

佐野 明彦 石川 勝也 田中 雄介

冨田 俊二 松原 伸幸 岡本 哲哉 安井 憲司 磯貝 謙太郎 百丸 祐輝

山下 大介 豊田 法生 山田 直彦 山田 真 古橋 一壽 宮本 雅則

山田 晃 仁後 春志 安藤 義光 三辻 邦章 清谷 仁俊 真木 宏之

冨田 俊二

山田 直彦

山本 典子仁後 春志

小野 美仁

関口 英二

相川 邦臣

寺井 宏之

松林 友幸

西村 好吉

百丸 祐輝愛知県選抜（愛知県）

三重県選抜（三重県）

岡山県選抜チーム（岡山県）

寺田 典広

時田 章子

新井 富男

久保田 裕之

田辺 建吾

今井 一雄

芹澤 英彦

ハラミ北部（埼玉県）

オンプリーゴ（埼玉県）

松戸東部（千葉県）

Ｂ．Ｄライフ（富山県）

井口クラブ（富山県）

ＳＷＡＣ（静岡県）

山内 直子 槍野 加奈

貴田 左恵子 三宅 知佳

デビルバッツ埼玉（埼玉県）

大森 弘子 大森 康博

木村 好美 藤井 梓

上所 愛 中原 律

下和田 美江 山下 和子

生田 健一 吉井 香織

井下田 昭子 正木 遥

越野 佳代

中口 直人 中根 寿彦

内田 紗恵 清水 亜矢

牛込 紀子

上野 智恵美 小原 藍

野口 修 福島 静香

車 祥幸 別森 英司

ＴＥＡＭ ＢＯＳＳ（兵庫県）

Ｓｕｐｅｒ Ｂｉｒｄ（兵庫県）

ＷＩＮ（奈良県）

小野崎　 一郎

田野 幸一 会澤 真之介

谷脇 直史 稲垣 江里子

伊藤 真奈美

向日葵（三重県）

有田Ｂ．Ｃ（三重県）

枚方殿一クラブ（大阪府）

ＧＡＮＢＡＲＯ（大阪府）

Ｙ ＣＬＵＢ（大阪府）

零～ＺＥＲＯ～（兵庫県）

選手

ＳＢＤ（宮城県）

Ｅａｓｔ（栃木県）

みどり市クラブ（群馬県）

Ｑｕａｌｉａ（群馬県）

ｅａｒｔｈ ｃｌｕｂ（埼玉県）

ＷＫＳイーグル（埼玉県）

剱（富山県）

ラブオール（石川県）

はりーあっぷ（愛知県）

選手



壮年男子団体　選手名簿

団　体 監督 コーチ

大島 清 古沢 元浩 織田 利夫 佐藤 武男 渡辺 勝浩 鈴木 哲男

堀木 豪 保坂 次雄 丸井 功 浅見 哲哉 松永 光正 落合 良充

太田 耕太郎 湯浅 貴弘 高實 和男

古巣 金三 松本 平八郎 浜田 眞一 佐藤 明海 前田 哲郎 植松 伸勝

石川 裕 佐藤 紀幸

大源 隆司 川嶋 一宏 小林 直樹 森川 明 坂本 光雄 山岸 義則

辻口 裕信 谷口 真 鬼頭 尚見 藤森 秀信 荒井 和夫 新田 正喜

宇佐美 浩司 森本 和幸 野崎 隆幸 岡田 茂 竹内 幹仁 河原 賢治

楢崎 弘 武津 正仁 中野 隆夫 渋谷 誠一 東 寿一 北出 隆

藤本 英樹 巽 宏之 平瀬 宏治 板谷 俊仁 近藤 晶紀 喜多 利行

久山 勇雄 渡邉 義之 永井 孝 佐藤 一郎 安田 元(55) 子川 圭二

成年女子団体　選手名簿

団　体 監督 コーチ

      

壮年女子団体　選手名簿

団　体 監督 コーチ

混合複団体　選手名簿

団　体 監督 コーチ

田嶋 正一 藤田 賢一 松本 誠 坂本 悦子 本合 律代 藤田 恵美子

小野 香菜

松久 竜史 荻原 章宏 弓田 喜文 伊東 由美子 枝川 彩乃 大堀 あまね

斉藤 義典 千坂 篤史 上野 晴菜

飯野 博英 後藤 史光 横山 秀之 伊藤 修次 中嶋 愛美 北爪 真帆

中里 仁美

橋本 拓也 佐藤 功一 大里 浩一 植田 和代 野本 純子 米山 麻美

強瀬 歩美 森下 和昭 斉藤 正弥子 堀越 克也 野本 豪 時田 章子

金子 豪 生井 佑介 佐々木 篤史 島村 友紀子 上枝 奈央子 高橋 春菜

加藤 祐美

奥森 勝司 杉田 真 二宮 慶維 曽我 佳織 福岡 芙美枝 勝田 瑞緒

山本 均 油井 一英 中川 弘基 土室 いずみ 嶋倉 真紀子 三谷 有衣香

野治 美信 清水 卓也 宮入 優 小嶋 由香 横山 祥子 小林 実佐子

篠原 彰 玉木 利弥 池永 盛弥 高倉 あゆみ 佐藤 実季 竹内 ちさと

田中 桂介 藤川 拓也 仲川 俊也 岡本 俊江 田中 扶有美 下村 ゆい

村添 幸徳 田中 江理子 籾山 正貴 籾山 真矢 佐藤 優子 佐藤 伸郎

宍戸 基 坂倉 功達 佐海 雄紀 伊藤 千奈津 馬場 みか 松原 真弓

田中 直樹 岩井 友則 原 康浩 藤原 正樹 谷 理子 森 亜加根

伊藤 麻美子 川合 亜弥

長谷川 純

生井 佑介

関口 英二

大里 功一

横山 秀之

坂倉 功達

村添 幸徳

藤川 拓也

野治 美信小宮山 聖文

篠原 彰

田中 桂介

佐藤 伸郎

宍戸 基

田中 直樹

後藤 史光

橋本 拓也

時田 章子

金子 豪

奥森 勝司

干場 正明

桜蕾（長野県）

愛知県選抜Ａ（愛知県）

愛知県選抜Ｂ（愛知県）

愛知県選抜Ｃ（愛知県）

三重県選抜（三重県）

Ａｎｔａｌｅｒ（京都府）

Ｑｕａｌｉａ（群馬県）

ｅａｒｔｈ ｃｌｕｂ（埼玉県）

ハラミ本部（埼玉県）

ＥＡＳＴ（神奈川県）

ＵＢＦ（石川県）

ＷＢＣ（石川県）

選手

アグレスィオン（栃木県）

ＺＥＲＯ（栃木県）

田嶋 正一

荻原 章宏 松久 竜史

藤田 賢一

山本 典子

選手

   

選手

岡山県選抜チーム（岡山県）

小林 直樹

浜田 眞一

新田 正喜

野崎 隆幸

生田 健一

板谷 俊仁奈良選抜（奈良県）

大島 清

堀木 豪

金井 敏男

大源 隆司

鬼頭 尚見

竹内 幹仁

福森 勝治

平瀬 宏治

安田 元

チャレンジ（千葉県）

富山選抜（富山県）

愛知県選抜（愛知県）

三重県選抜（三重県）

大阪府選抜（大阪府）

選手

栃木選抜（栃木県）

羽根太郎（埼玉県） 冨田 明



成年混合複団体　選手名簿

団　体 監督 コーチ

神代 和久 浅野 研一 宮崎 明樹 今泉 静子 笹村 和子 竹本 妙子

柳瀬 憲利 奥田 和彦 堤 一仁 柳瀬 和子 奥田 康子 藤井 恵子

福井 武司 横内 真弓 森 陽一 森脇 順子 中村 雅次 秋山 とよ

選手

ｍｉｎｔｏｎ（富山県）

平安クラブ（京都府）

大阪府選抜（大阪府）

浅野 研一

奥田 和彦

福森 勝治

今泉 静子

生田 健一


