
種目 チーム 監督 コーチ
こばやし　ひろき せき　まさひこ とくだ　まこと みやた　こうへい なかむら　しゅうへい むらた　ゆうすけ さかした　こうせい

小林 弘輝 関 真彦 小林 弘輝 関 真彦 徳田 允 宮田 康平 中村 周平 村田 裕輔 坂下 晃靖
あきやま　なおゆき あみ　かずま さいとう　まさき たけはな　しんや やまざき　こう にしで　ごろう あみ　ひろと

秋山 直之 網 一馬 秋山 直之 網 一馬 斉藤 壮輝 竹鼻 慎也 山﨑 晃 西出 梧朗 網 祐人
ほしば　まさあき なかがわ　ひろき おしき　しょうご さかい　りゅうじ きりた　けいご すぎた　まさし うきだ　たかひろ

干場 正明 杉田 雅史 干場 正明 中川 弘基 押木 章悟 酒井 隆次 桐田 啓吾 杉田 雅史 浮田 貴宏
しもうら　やすのり やまもと　しんたろう ふくはら　さとし みやざき　たくむ ふくはら　てるや ほしな　さんしろう さかい　みきひさ

下浦 康雅 福原 聡 下浦 康雅 山本 慎太郎 福原 聡 宮崎 巧夢 福原 輝弥 保科 三史郎 酒井 幹久
くりた　てるあき ゆたか　まさひろ なかの　ただあき かどもと　よしき くりた　じゅんき さかもと　つばさ こむた　ひろき

栗田 輝亮 瀬口 徳久 栗田 輝亮 豊 将大 中野 忠昭 門元 良樹 栗田 純貴 坂本 翼 小牟田 宏樹
しまかわ　しょうた たかせ　せいじ みやもと　こうへい たなべ　こうき ほりい　たいち さとう　ひろあき

島川 翔太 高瀬 世慈 島川 翔太 高瀬 世慈 宮本 康平 田邊 公規 堀井 大智 佐藤 宏亮
あだち　たかゆき とうざき　ひろし うえの　ともひろ まつお　まさや かやま　とおる ふじもと　しょうご

足立 貴之 上野 友寛 足立 貴之 東崎 裕史 上野 友寛 松尾 将矢 香山 透 藤本 翔梧
こまい　まさし うえだ　しんご うえだ　しゅうや おがさわら　かい たなか　ともひろ

駒井 将司 植田 真伍 駒井 将司 植田 真伍 上田 修也 小笠原 快 田中 貴大
はらだ　しゅんぺい かみや　しんご あさい　つねひろ あさはら　りきや いしかわ　たいせい たけもと　はやと とうやま　りょう

原田 駿平 麻井 恒宏 原田 駿平 神谷 真吾 麻井 恒宏 浅原 利希哉 石川 泰成 武本 颯 當山 令
さとう　みつあき さとう　こうたろう たまき　ともや こざわ　ひらく むらやま　まこと たかだ　けん こたけ　そうき

佐藤 満確 小澤 拓 佐藤 満確 佐藤 洸太郎 玉置 智也 小澤 拓 村山 諒 高田 憲 小竹 創貴
きだ　しょうた おおた　けいすけ きくち　ようへい やまだ　みきお きくち　ゆうた たまて　まさや

貴田 祥太 大田 圭祐 貴田 祥太 大田 圭祐 菊地 洋平 山田 未紀王 菊地 裕太 玉手 将弥
さくらい　やすお みつづか　ゆう さくま　のりよし かんの　たかゆき いの　ようすけ かんの　だいすけ

桜井 康雄 三塚 裕 桜井康雄 三塚 裕 佐久間 紀良 菅野 貴普 猪 陽祐 菅野 太輔
ふくだ　たくろう たかとり　りょう みつもと　しょう はせがわ　しゅんや あおえ　ゆうし ながい　だいきち さえき　ひろゆき

永井 大吉 田中 美穂 福田 卓郎 鷹取 諒 光本 翔 長谷川 隼也 青江 優志 永井 大吉 佐伯 祐行
もりやま　ゆうた さとう　ひろき ふじはら　ゆうや はら　りょうすけ さとう　こうへい まきはら　たくま はら　しょうへい

藤原 勇也 森山 雄太 佐藤 鴻輝 藤原 勇也 原 良介 佐藤 康平 槇原 拓磨 原 祥平
しがき　ゆうと あらき　しゅん しんどう　ひかる たなか　りくと なかた　まさひで とりやべ　かつし にしかた　ゆうた

鳥谷部 雄史 西方 佑太 志垣 裕斗 荒木 絢 進藤 輝 田中 陸人 中田 政秀 鳥谷部 雄史 西方 佑太
やまざき　けんじろう まつおか　ひろき はるた　ようへい なかい　あつし なかにし　すぐる かいとり　かずき もりもと　ひろき

森本 拡樹 松岡 弘樹 山﨑 健二郎 松岡 弘樹 治田 陽平 中井 敦士 中西 秀 飼鳥 一樹 森本 拡樹
おかの　とおる おおかわ　たくみ さかもと　たくや あずま　こうた なかじま　りょう はしおか　じょう すずき　のりひろ

岡野 融 中嶋 遼 岡野 融 大川 巧 阪本 卓也 東 恒太 中嶋 遼 端岡 丈 鈴木 規浩
やまなか　はるき まえだ　こうじ おかだ　なおき きたはま　いくや くすのき　けんじ めい　さとし ふじの　やすひろ

上枝 正一 上枝 淳子 山中 東季 前田 晃司 岡田 直樹 北濱 生也 楠 健司 梅 世哲 藤野 泰寛
おざき　たくや たはら　もぶひと なかはし　あきら ひらお　りょう なかはま　たいすけ みかた　ようすけ

中濱 泰祐 平尾 亮 尾崎 拓矢 田原 暢人 中橋 晶 平尾 亮 中濱 泰祐 三ケ田 洋祐
きらい　じゅんじ かわむら　はやと おかだ　じゅん たかだ　ゆうすけ たたに　こうじ きのした　つよし

吉森 文彦 岡田 淳 喜來 順司 川村 隼斗 岡田 淳 髙田 有佑 多谷 公志 木下 剛志
しょうだ　しんのすけ あずま　たかのり きくち　きょうへい うちかわ　まさあき こじま　ゆうじ

松本 恭幸 田島 宏樹 正田 真之助 東 孝礼 菊地 恭平 内川 正章 小島　裕史
せやま　ともたか やまもり　かずま やまもと　ちから ながはら　まさのり てぐり　ゆいと しおざわ　かずのり ふくろい　よしき

頼成 泰亮 長井 智輝 瀬山 智崇 山森 一馬 山本 近来 長原 昌範 手繰 優唯斗 塩澤 一範 袋井 由樹
せがわ　こうへい やぶした　ふゆはる やまむら　しゅんすけ こばやし　えいきん さいとう　たくみ よしうら　まさし むらかみ　ひろのり

源田一成 志賀陽成 瀬川 昂平 藪下 冬晴 山村 駿介 小林 英公 齋藤 巧 吉浦 真志 村上 博則
たかてら ひろはるはれ８ あずま　つよし あずまの　ふみや すえさか ひろき たにぐち　たくと たぐち　かずき さわだ　たけき せきむら ゆうき

高寺 弘晴 東 剛士 東 剛士 東野 郁也 末坂 紘基 谷口 拓斗 田口 和輝 澤田 丈輝 関村 有起
みなみ　ゆうた おおおか　しょうへい まつうら　まさき なんきょう　たかみ かつき　ゆうま なかや　しょうま

南 祐太 大岡 昇平 南 祐太 大岡 昇平 松浦 正輝 南京 孝実 勝木 佑真 仲谷 昌真
もりもと　なつき かとう　ゆうと よしなり　ゆう よしとみ　けいよう いとう　ゆずき にしむら　たくま

森本 夏輝 加藤 悠人 森本 夏輝 加藤 悠人 吉成 悠 吉富 景陽 伊藤 柚季 西村 拓真
うえだ　ひろゆき こばやし　あゆみ ひちわ　としゆき きたざわ つかさ くろだ　ひろき ますだ　まさし

小林 歩 上田 浩之 上田 浩之 小林 歩 飛知和 寿行 北澤 典 黒田 大希 升田 正視
いしい　たかのり おばら　たけし むかさ　よしひろ たかはし　つかさ ほしの　かつゆき

石井 孝典 小原 健志 石井 孝典 小原 健志 武笠 祥大 高橋 司 星野 克幸
ふじもと　ほせまり ふくい　つよし ふじの　ひろふみ いで　かずひろ いしい　こうすけ さの　しょうえい くぼ　けんいち

藤本 ホセマリ 福井 剛士 藤本 ホセマリ 福井 剛士 藤野 紘史 井手 和宏 石井 宏昌 佐野 将英 久保 憲一
かわしま　つばさ わたなべ　ゆういち おおしま　たかゆき かわしま　なおき たかはし　こうだい ほんま　かんた

渡辺 祐一 高橋 功大 川島 翼 渡辺 祐一 大島 孝之 川島 尚樹 高橋 功大 本間 貫太
やない　ひろき いがらし　ひろき いどがわ　さとし くまざき　こうき なかい　りょう くさの　つばさ えんどう　みねもり

遠藤 峰盛 五十嵐 弘記 矢内 浩貴 五十嵐 弘記 井戸川 聖 熊崎 公貴 仲居 稜 草野 翼 遠藤 峰盛
なかぐち　たつろう すずき　りょうま ふかお　じゅん あさの　しんや こまだ　なおや たにむら　たかひろ きたむら　げんと

中口 竜郎 鈴木 陵麻 中口 竜郎 鈴木 陵麻 深尾 淳 浅野 新也 駒田 直也 谷村 高宏 北村 元人
ふくおか　ひかる まつしま　けいすけ ふじさわ　ゆう さおとめ　たくや すなが　たくみ

福岡 輝 松島 圭祐 福岡 輝 松島 圭祐 藤澤 悠 早乙女 拓也 須永 匠
おおすぎ　もとき こばやし　かずき かねこ　さとる かぶらぎ　たつよし ふじさわ　しゅう なかの　りゅうすけ

大杉 元気 小林 和樹 大杉 元気 小林 和樹 金子 聖 蕪木 辰義 藤澤 秀 中野 龍祐
たばた　けいたろう たばた　あきひと よしだ　こうへい はまおか　こうへい たかはた　ゆうし おおにし　かい みうら　りくと

三宅 祐世 内田 侑希 田端 慶太郎 田端 章人 吉田 浩平 濱岡 航平 高畑 有志 大西 魁 三浦 吏空斗
おおいし　ゆきお たにぐち　まさや しらいし　こうき やまぐち　まこと こばやし　りく いけだ　たいせい あんどう　ひろし

大石 幸生 谷口 雅弥 大石 幸生 谷口 雅弥 白石 昂暉 山口 慎人 小林 陸 池田 大晟 安藤 大
さかくら　こうたつ あかお　ともひろ もりた　こうへい かなや　かずま ししど　もとい おおもり　けいじ すだ　りょうたろう

宍戸 基 山田 直彦 坂倉 功達 赤尾 知洋 森田 浩平 金谷 和磨 宍戸 基 大森 圭二 須田 涼太郎
おかの　ひろし やもち　りょう いたに　たかし わだ　けんた いわさき　ともひろ

伊田 誠 岡野 弘 矢持 涼 井谷 貴史 和田 健汰 岩崎 智宏
にしだ　てっぺい はるな　さとる きねむち　ともあき たけかわ　けいじ とくだ　みつひこ もり　ようじ はしもと　しゅんじろう

平井 悟 西田 鉄平 西田 鉄平 春名 悟 杵鞭 丈朗 竹川 慶二 徳田 光彦 森 葉司 橋本 瞬次郎
くろだ　まゆ さかもと　たかえ ぬまた　もえな あらき　みほ なかがわ　しおり

黒田 真由 坂本 貴恵 黒田 真由 坂本 貴恵 沼田 萌菜 荒木 美穂 中川 紫織
はらだ　あき うつのみや　まゆ きただに　みき ながと　さき きた　あやか なんぶ　いちか やまぐち　ともか

宇都宮 茉佑 北谷 美樹 原田 明 宇都宮 茉佑 北谷 美樹 長渡 咲季 喜多 絢可 南部 一伽 山口 朋花
すえかね　あさき やまなか　ゆかり かわた　なつみ まつむら　あやか くじめ　さわこ のむら　このみ

末兼 彩咲 河田 奈都美 末兼 彩咲 山中 侑加理 河田 奈都美 松村 綾加 久次米 佐和子 野村 このみ
ふじわら　あかり うつのみや　かんな やました　ちかこ かながわ　ゆか くりお　はるか さわだ　かほ うちやま　いくの

樋口 昌史 宇都宮 栞那 藤原 明里 宇都宮 栞那 山下 千賀子 金川 友香 栗尾 春花 澤田 佳穂 内山 郁乃
きくち　えつほ さいとう　はるほ とくのう　あすか くまがみ　ことり おのざき　みき かとう　あきこ おばら　りりこ

菊地 絵津穂 斎藤 はるほ 菊地 絵津穂 斎藤 はるほ 徳能 あすか 熊耳 琴梨 小野崎 美樹 加藤 明子 小原 凜々子
さいじょう　まりこ いしぐり　さやか いちかわ　ゆうこ みうら　あやか さくま　はるな すごう　ゆうみ きくち　かなえ

西城 真理子 西城 真理子 西城 真理子 石栗 沙耶香 市川 佑子 三浦 彩花 佐久間 遥奈 菅生 優美 菊地 香奈江
しんどう　ゆうな えざき　まりん とりやべ　えみ なかむら　まりこ かい　あやか ふくなが　ゆき たていし　ゆみ

鳥谷部 恵美 江崎 まりん 進藤 優奈 江崎 まりん 鳥谷部 恵美 中村 茉里子 甲斐 彩佳 福永 有希 立石 裕美
きむら　あやか うえだ　まい まりなが　ひかり こめだ　あいみ やまざき　ゆきこ こまつ　ゆうか おかだ　まこ

木村 綾花 森永 ひかり 木村 綾花 上田 真惟 森永 ひかり 米田 愛弥 山崎 夕希子 小松 柚香 岡田 眞子
はたけやま　ゆうな おくだ　ななえ おがわ　ゆめみ よねだ　ゆりあ きたのり　ゆか ふじやま　ゆかり あだち　まゆこ

北乘 由佳 大林 加代子 畠山 祐奈 奥田 奈那恵 小川 夢未 米田 友里亜 北乘 由佳 藤山 友香里 安達 万優子
たかだ　さおり こたか　しほ きたむら　めぐみ おかざき　さよ ふちがみ　さゆり よこうち　みさ まつもと　みく

上地 友佳子 谷川 美和子 髙田 沙織 小髙 詩歩 北村 めぐみ 岡崎 紗代 渕上 小百合 横内 美紗 松本 未玖
たつみ　さや やまなか　ちさと たつおく　あやか まつもと　あかね たかおか　みさき ふなうち　なつみ いしい　あつこ

生田 健一 石井 厚子 巽 沙耶 山中 千里 辰奥 あやか 松本 茜 高岡 美沙季 船内 奈津美 石井 厚子
やぎ　ゆみ いちい　なつみ くるま　りのか やしま　しほ たなか　はるみ みうら　いのり

矢木 悠好 田中 晴海 矢木 悠好 市井 菜摘 車 凛乃楓 八島 志歩 田中 晴海 三浦 祈莉
いおずみ　はるか ふじた　さつき たかはし　るい いわはし　わかな ほし　こころ さいとう　しゅうこ

笹内 由美 五百住 悠香 五百住 悠香 藤田 颯希 高橋 瑠偉 岩橋 若奈 星 心 齋藤 柊子
なりた　あみ かねこ　ひかり わたべ　はるな はやし　ゆうき まつだ　まい なべしま　えりか

今岡 玄 竹房 朋大 成田 亜美 金子 暉 渡部 陽菜 林 優希 松田 真依 鍋島 英里香
かくむ　えりか くらや　まり おおやま　ありみ やまもと　ゆりえ おおたに　あすか むらた　あいり

各務 絵里加 各務 絵里加 各務 絵里加 倉屋 麻里 大山 有未 山本 由利江 大谷 明日香 村田 愛梨
しおみ　もえ わだ　ひかり ふじい　ももこ くろさわ　さき つねづか　みき やたべ　まな

伊田 誠 塩見 萌衣 和田 輝里 藤井 桃子 黒澤 裟妃 常塚 美紀 矢田部 真奈

WT 松阪クラブ（三重県）

WT ＮＪ（京都府）

WT ぽっぽ倶楽部（富山県）

WT ｅａｒｔｈ（福島県）

WT みえ北勢クラブ（三重県）

WT ＨＩＷＡＫＡＩ（大阪府）

WT ＳＣＲＡＴＣＨ（大阪府）

WT 枚方殿一クラブ（大阪府）

WT ＷＩＺＡＲＤ（宮城県）

WT Ｂｅａｔ Ｒａｌｌｙ（福岡県）

WT ＳＩＧＮＡＬ（奈良県）

WT 零～ＺＥＲＯ～（兵庫県）

WT ＫＡＩＭＥＩ（兵庫県）

WT ＳＢＤ（宮城県）

MT ファロス（京都府）

WT 瓢友クラブ（石川県）

WT Ｖｏｌａｎｏ（兵庫県）

MT 美翔団（三重県）

MT 泊山クラブ（三重県）

MT ＮＪ（京都府）

MT Ｋ－Ｌｅａｄ Ａ（群馬県）

MT Ｋ－Ｌｅａｄ Ｂ（群馬県）

MT 小俣クラブ（三重県）

MT ｅａｒｔｈ（福島県）

MT フォルテシモ（福島県）

MT はりーあっぷ（愛知県）

MT 駒西クラブ（埼玉県）

MT アースクラブ（埼玉県）

MT Ｔ．Ｏ．Ｗｉｖｅｒ（東京都）

MT ラブオール（富山県）

MT Ｑｕａｔｒｏ Ｂｏｏｍ（福井県）

MT Ｇｌａｎｚ（滋賀県）

MT 童心クラブ（大阪府）

MT ＢＡＤＷＥＩＺＥＲ（富山県）

MT Ｊ５（富山県）

MT 三国クラブ（大阪府）

MT 箕面クラブ（大阪府）

MT ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ（大阪府）

MT Ｂｅａｔ Ｒａｌｌｙ（福岡県）

MT ＳＩＧＮＡＬ（奈良県）

MT ＭＫＳ．Ｃ（奈良県）

MT ＦＬＹ ＨＩＧＨ（宮城県）

MT 永井ＢＣ（岡山県）

MT 嶋本医院（島根県）

MT Ｖｏｌａｎｏ（兵庫県）

MT Ｆｏｒｒｅｓｔ Ｗｉｎｇｓ Ａｓａｈｉｋａｗａ（北海道）

MT ＳＢＤ（宮城県）

MT Ｃｌｅａｒ Ｃｈａｎｃｅ（兵庫県）

MT 三木シャトル（兵庫県）

MT 高砂ＢＳ（兵庫県）

MT ＷＢＣ（石川県）

MT 七尾クラブ（石川県）

MT Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ（兵庫県）

第23回全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会(団体戦)
選手

MT 瓢友クラブ（石川県）

MT 寺井クラブ（石川県）



種目 チーム 監督 コーチ
さえき　だいすけ なかはま　あきとし ながた　ひろあき もとき　なおき たかい　まさや ながい　じゅんいちろう

高井 雅也 長井 純一郎 佐伯 大輔 中浜 明敏 永田 裕亮 元木 直樹 高井 雅也 長井 純一郎
37 36 43 44 50 49
かまだ　たかし なかやま　はるとし さとう　ともや ふくしま　つよし きくち　しんいち まかなえ　りょう よしまち　たくふみ まるおか　ともみ

由町 匠史 菊池 伸一 鎌田 享 中山 大聡 佐藤 伴哉 福島 毅之 菊池 伸一 蒔苗 亮 由町 匠史 丸岡 友美
37 37 40 44 46 47 47 46
さいとう　かつあき たかはし　ゆういち とさ　まさき やすだ　よしなり すぎ　かおる もんま　たつや ばんない　みつあき

高橋 裕一 齋藤 勝明 齋藤 勝明 高橋 裕一 土佐 正規 安田 吉成 杉 薫 門馬 達也 坂内 三章
51 52 48 47 44 42 48
まつお　やすゆき やまもと　やすひろ かくむ　みつや いけうち　やすと さくらもと　まさと はまぐち　たかや

濱口 昂也 濱口 昂也 松尾 泰幸 山本 康弘 各務 充哉 池内 康人 櫻本 正人 濱口 昂也
50 45 40 41 37 37
きたわけ　たかみつ ふくい　たかかず はせがわ　みちひろ おかだ　たもつ つじい　ただし はらだ　なおと つつみ　かずひと

堤 一仁 北分 尊充 北分 尊充 福井 貴一 長谷川 路紘 岡田 保 辻井 直 原田 直人 堤 一仁
46 44 41 45 39 35 47
みかわ　ともしげ つちみち　やすお えんどう　ゆうじ もり　よういち みなみ　かずなり まさき　こういちろう

遠藤 裕司 森 陽一 三河 智成 槌道 康雄 遠藤 裕司 森 陽一 美浪 一成 正木 幸一郎
51 50 56 57 66 62
さとう　いちろう やすだ　ひさし なかほり　きよし にご　はるじ みよし　ゆきお ふくだ　いさお やまだ　あきら

佐藤 一郎 安田 央 佐藤 一郎 安田 央 中堀 清 仁後 春治 三好 幸夫 福田 功 山田 晃
65 63 61 54 51 59 57
いわつ　ひさしげ こめの　たかし てらお　まなぶ みいち　まさひろ おくの　ひろし さくだ　たけし

奥野 裕史 作田 健 岩津 寿茂 米野 貴之 寺尾 学 見市 昌弘 奥野 裕史 作田 健
51 52 55 56 63 62
なかの　ひとし やまだ　てつし わたなべ　たかひろ たねべ　けんご おかもと　ひとし こばやし　なおき

小林 直樹 中野 斉 中野 斉 山田 哲司 渡部 孝洋 田辺 建吾 岡本 仁志 小林 直樹
64 52 52 55 60 64
やなせ　かずゆき みやもと　よういち うえばやし　ひろあき しばた　やすのぶ もうり　としはる とよた　まこと ますだ　まさや

野部 太子 宮本 睦美 柳瀬 和之 宮本 陽一 植林 宏晃 柴田 泰伸 毛利 敏治 豊田 誠 増田 昌也
50 54 56 56 67 65 58
ちば　じゅんいち いのまた　きみひろ さとう　まさと ふじさわ　まさゆき たかはし　てるあき みやた　こうじ

髙橋 輝彰 藤澤 正幸 千葉 順一 猪叉 公弘 佐藤 正人 藤澤 正幸 髙橋 輝彰 宮田 浩司
52 52 60 59 62 60
どい　よしみつ もりもと　かずゆき はやし　ほまれ こばやし　みつる やまだ　なおひこ やまだ　まこと

土井 吉光 山田 直彦 土井 吉光 森本 和幸 林 誉 小林 満 山田 直彦 山田 真
67 63 56 57 51 50
おおつき　こういち おくにし　じょう おくだ　かねみ おかもと　しげき いけもと　かずひこ うえだ　かずひこ

池本 和彦 岡本 茂樹 大槻 幸一 奥西 譲 奥田 兼己 岡本 茂樹 池本 和彦 上田 和彦
54 54 62 63 60 60
ふくみず　いちろう こにし　ひでまさ さかもと　まさのぶ はやし　とよひこ はまむら　まさよし たけうち　しげる

福水 一郎 坂本 昌信 福水 一郎 小西 秀政 坂本 昌信 林 豊彦 濱村 政義 竹内 茂
65 66 67 66 70 71
かわまえ　あきひろ まつぐち　かねひこ にしがみ　とおる なかむら　まさつぐ やまなか　しずのり はおか　ていいち

松口 金彦 川前 明裕 川前 明裕 松口 金彦 西上 徹 中村 雅次 山中 静憲 羽岡 貞一
68 68 66 65 68 65
さぎおか　ただし くまき　こうぞう げんつう　なおき さかもと　みつお ひらさわ　よしお さんや　いちろう

坂本 光雄 熊木 幸三 鷺岡 雅 熊木 幸三 源通 直樹 坂本 光雄 平澤 良男 三屋 一郎
73 72 72 71 68 68
まつだ　だいきちろう たけうち　みきひと かわはら　けんじ おかだ　しげる のざき　たかゆき さとう　かずお どい　よしみつ

竹内 幹仁 野崎 隆幸 松田 大吉郎 竹内 幹仁 河原 賢治 岡田 茂 野崎 隆幸 佐藤 和夫 土井 吉光
73 72 72 70 68 67 67
やまもと　せいじ よしだ　しゅうじ のだ　しゅうへい かとう　かずお かわぐち　としお たかぎ　さとし

山本 清二 川口 敏夫 山本 清二 吉田 修治 野田 修平 加藤 一生 川口 敏夫 高木 聡
72 71 73 73 67 68
いくた　えつこ さの　ゆかり おおとも　ひとみ なかむら　ちはる まつもと　あやこ やました　まき

大友 ひとみ 中村 千晴 生田 悦子 佐野 ゆかり 大友 ひとみ 中村 千晴 松本 紋子 山下 まき
48 38 37 42 49 42
なか　としみ さとう　きさ おがわ　みか にしだ　たえこ さわだ　みき はしお　ちひろ たなか　ひとみ なかの　ゆきこ

澤田 美樹 西田 妙子 中 としみ 佐藤 希佐 小川 実郁 西田 妙子 澤田 美樹 箸尾 千尋 田中 ひとみ 中野 有希子
43 42 41 40 39 39 49 41
くさなぎ　みゆき ぬのめ　さやか はしのぐち　よしえ まつもと　なるみ いしざき　しょうこ まさき　はるか

橋ノ口 佳枝 草薙 美幸 草薙 美幸 布目 沙矢香 橋ノ口 佳枝 松本 成美 石崎 晶子 正木 遥
44 39 45 44 33 32
たかはし　さゆり さいとう　えいこ いわはし　ともこ むとう　かおり おおもり　ようこ ほし　さとみ

武藤 佳織 高橋 小百合 高橋 小百合 齋藤 栄子 岩橋 智子 武藤 佳織 大森 陽子 星 里美
52 50 49 46 46 43
みやわき　えりか やまぐち　ゆみ うえだ　みか なかじま　じゅんこ みやもり　ひとみ たけした　まちよ

中島 純子 上田 美可 宮脇 恵理香 山口 優美 上田 美可 中島 純子 宮森 ひとみ 竹下 真智代
53 53 50 51 59 61
てらだ　みどり にご　きよみ たかはし　りょうこ あかざわ　ようこ またの　りえ はましま　よしこ

寺田 みどり 仁後 清美 寺田 みどり 仁後 清美 高橋 綾子 赤澤 洋子 俣野 理恵 浜島 淑子
55 50 46 49 49 54
ひらた　いくみ いまだ　ゆか たなか　ようこ なかやま　ひろみ たにむらみほこ おかもと　さおり

岡本 さおり 谷村 美穂子 平田 育美 今田 由佳 田中 陽子 中山 博美 谷村 美穂子 岡本 さおり
48 48 49 51 51 53
たけだ　ともこ おばた　まゆみ たはら　えりこ いしみ　くにこ うちきば　なほこ きむら　かずみ

木村 和美 竹田 友子 竹田 友子 小畑 真弓 田原 江里子 石見 邦子 内木場 奈保子 木村 和美
52 51 49 53 60 49

PWT 岡山県選抜（岡山県）

PWT 奈良県選抜（奈良県）

PWT 京都府選抜（京都府）

AWT 大阪府選抜（大阪府）

AWT ｅａｒｔｈ（福島県）

PWT 兵庫県選抜（兵庫県）

PMTB 京都府選抜（京都府）

AWT 兵庫県選抜（兵庫県）

AWT ＭＡＫｃ（奈良県）

PMTB 大阪府選抜（大阪府）

PMTB 射水シニアＢＣ（富山県）

PMTB 三重県選抜（三重県）

PMTA 三重県選抜（三重県）

PMTA 京都府選抜（京都府）

PMTB 兵庫県選抜（兵庫県）

PMTA ＢＤライフ（富山県）

PMTA ＴＥＡＭ升（福井県）

PMTA いわてクラブ（岩手県）

PMTA 兵庫県選抜（兵庫県）

PMTA 岡山県選抜（岡山県）

PMTA 大阪府選抜（大阪府）

AMT 福島県選抜（福島県）

AMT 三重県選抜（三重県）

AMT 京都府選抜（京都府）

選手

AMT 兵庫県選抜（兵庫県）

AMT 青森ＳＢＣ（青森県）



種目 チーム 監督 コーチ
まつうら　こうすけ やまさき　もとひろ たていし　たくし かねだ　けいこ ぢがみ　かなこ かなみ　みちよ

立石 琢史 山崎 元裕 松浦 功祐 山崎 元裕 立石 琢史 兼田 桂子 地神 加奈子 加波 美智代
30 39 49 41 36 45
いそやま　ゆうき まき　ひろゆき かまだ　ゆうき やまもと　のりこ うちの　みねこ さいとう　まなみ はせがわ　なおみ たい　ゆうき

磯山 裕樹 真木 宏之 磯山 裕樹 真木 宏之 鎌田 優樹 山本 典子 内野 峰子 齋藤 真名美 長谷川 直美 田井 優希
35 44 26 61 47 32 46 43
おかだ　あきら くろき　とわ たなか　ひろき おかざき　やすのり いしい　ゆうき たまき　みちこ あさの　ゆうこ

岡田 彰 黒木 永遠 岡田 彰 黒木 永遠 田中 宏生 岡﨑 泰典 石井 祐葵 玉木 宙子 浅野 優子
48 22 36 36 22 52 62
やつづか　ゆうへい みやうち　のりさだ たなべ　えいじ たまい　ともひろ はとりめぐみ わたなべみか はなおか　あきこ

宮内 則定 田辺 栄司 八束 勇平 宮内 則定 田辺 栄司 玉井 倫広 羽鳥 めぐみ 渡部 美佳 花岡 晶子
44 48 45 40 45 20 31
なかむら　よしろう あさかわ　えいだい あべ　まこと かさはら　ゆうき あらい　みき にき　まさこ あべ　きよみ くわばら　ともみ

安倍 誠 安倍 希代美 中村 芳郎 浅川 瑛大 安倍 誠 笠原　佑紀 新井 未来 二木 雅子 安倍 希代美 桑原 智美
29 37 44 34 31 37 41 32
たなか　よしとも へらい　ゆういち ふるかわ　たいち たみや　かずき ほしかわ　まほ もりやす　ともこお たにもと　えつこ

田中 祥友 箆伊 雄一 田中 祥友 箆伊 雄一 古川太一 民谷一樹 星川麻帆 盛安朋子 谷本恵津子
45 42 35 31 30 45 43
ひろせ　ますみ まつやま　かずき かい　きよと きたむら　まさし あきもと　なつき あやべ　さなえ うえだ　まき はしもと　ゆい

庄島 舞子 松山 和樹 廣瀬 亮 松山 和樹 甲斐 聖人 北村 将志 秋本 夏紀 綾部 早苗 上田 麻希 橋本 有衣
43 35 38 38 39 34 37 34
きだに　あつひと やまの　たかもり おくもり　かつし みやたに　よしひろ きだに　きみえ ちょうまる　たかこ むらた　みか そが　かおり

気谷 篤人 山野 隆盛 気谷 篤人 山野 隆盛 奥森 勝司 宮谷 義浩 気谷 喜美枝 長丸 貴子 村田 美香 曽我 佳織
54 52 49 51 52 52 52 42
まつお　みつひろ たにがわ　まさひろ しばた　まさし とのむら　かずみ たにがわ　さゆり おおにし　なおこ

松尾 光弘 谷川 征洋 松尾 光弘 谷川 征洋 柴田 真志 外村 和美 谷川 佐由里 大西 直子
39 55 57 59 54 56
たかせ　みつひろ たちの　たかゆき はるな　ひでき まるやま　みか たちの　みゆき うちみ　くみ

高瀬 充広 立野 隆行 高瀬 充広 立野 隆行 春名 英樹 丸山 美香 立野 美幸 内海 久美
52 49 51 54 48 52
さいとう　しげのり しん　ひろゆき のむら　ゆきお すぎ　ゆきえ もちづき　まさよ おうみ　あけみ

野村 幸央 杉 ゆき江 斉藤 栄徳 真 浩之 野村 幸央 杉 ゆき江 望月 昌代 近江 明美
64 58 56 56 60 57
はたした　たかお りん　ちょうよう たなか　かずひろ おか　ひでと はやの　みゆき こふね　ひろみ としかわ　みき うえむら　ひろこ

田中 一寛 利川 三貴 畑下 隆男 林 朝陽 田中 一寛 岡 秀人 早野 美幸 小船 裕美 利川 三貴 上村 広子
49 48 61 59 48 55 50 59
いまい　かずお みやざき　あき じょうほう　ひでゆき たにしま　ひろし ささむら　かずこ わたなべ　しほ ふくしま　えみこ いまい　まきこ

今井 一雄 中道 隆太 今井 一雄 宮崎 明樹 城方 秀之 谷島 洋 笹村 和子 渡邊 志穂 福島 恵美子 今井 麻記子
51 51 51 49 58 47 49 44
さの　あきら かじの　ひろき よしかわ　こうじろう さの　さとみ やまね　ようこ かじの　いずみ

梶野 博規 吉川 功次郎 佐野 章 梶野 博規 吉川 功次郎 佐野 里美 山根 洋子 梶野 泉
64 48 45 57 56 49
かくとう　としあき はまもと　まさや きたがわ　ごう たかた　みわ こんどう　しづ かじた　きょうこ

近藤 志津 北川 剛 角藤 利明 濱本 昌也 北川 剛 高田 美和 近藤 志津 梶田 恭子
52 46 43 55 54 50
なかの　かずひさ ばば　よしき とよだ　のりお むらおか　じゅんこ あだち　はなよ ほそえ　ゆり

豊田 法生 馬場 義樹 中野 和寿 馬場 義樹 豊田 法生 村岡 純子 安立 花代 細江 由理
53 52 50 53 49 43
たかがき　たつひろ はとり　まさみ ふじばやし　まさお ゆむら　あけみ こやま　えみ やまずみ　やえこ

高垣 達洋 羽鳥 正美 高垣 達洋 羽鳥 正美 藤林 正雄 湯村 明美 小山 恵美 山住 恭恵子
57 60 69 59 60 67
よしはら　としはる つるみ　たかひろ くやま　いさお やすだ　さつき かいはら　しょうこ たかだ　かよこ

吉原 俊治 久山 勇雄 吉原 俊治 鶴見 隆弘 久山 勇雄 安田 さつき 貝原 祥子 高田 佳余子
77 56 71 63 59 54
すずき　としゆき こまきね　つねのぶ まつした　あきお さるた　まさし こしみず　ようこ こにしかわ　よしえ なかしま　まゆみ いなもり　ちかこ

猿田 正史 輿水 洋子 鈴木 利幸 駒木根 常信 松下 明生 猿田 正史 輿水 洋子 小西川 芳枝 中島 真弓 稲森 修子
63 60 59 56 67 59 59 56
ながの　まもる いしたに　ひろし まつした　たいじ こざわ　ひでよ いしだ　みさこ のぐち　のぶこ

石谷 浩 小澤 秀代 永野 守 石谷 浩 松下 泰司 小澤 秀代 石田 美佐子 野口 信子
66 70 63 67 62 61
だいげん　たかし じんだい　かずひさ くらの　こうじ やまぎし　よしのり すえさか　すすむ いまいずみ　しずこ きたはら　つるみ ほりた　しげこ しげみつ　かなえ

浅野 研一 竹本 妙子 大源 隆司 神代 和久 蔵野 耕治 山岸 義則 末坂 進 今泉 静子 北原 鶴美 堀田 滋子 重光 香苗
63 61 55 70 61 69 58 55 69
よこやま　まさひろ のぎ　ひでき なかむら　ただお ほしな　まさひろ ひがしの　まさよ にしむら　みちよ かわい　ゆみこ

横山昌弘 中村忠男 横山 昌弘 野木 秀樹 中村 忠男 保科 正浩 東野 昌代 西村 美千代 川井 由美子
68 66 68 61 61 60 51
さいとう　としかず かとう　もとひさ きくち　こうじ みついし　おさむ みついし　るみこ さいとう　としえ かとう　典子

齋藤 敏和 加藤 元久 齋藤 敏和 加藤 元久 菊池 幸司 三ツ石 治 三ツ石 るみ子 齋藤 敏恵 加藤 典子
65 63 48 41 65 63 63
おくだ　かずひこ やなせ　のりとし たなか　なおき おくだ　やすこ やなせ　かずこ ふじい　けいこ

柳瀬 憲利 奥田 和彦 柳瀬 憲利 田中 直樹 奥田 康子 柳瀬 和子 藤井 恵子
66 59 54 63 64 63

たなか かつみ わたなべ かつひろ たなか かつみ つるみ たけし わたなべ かつひろ つるみ よしこ おちあい まなみ いとう ともこ

田中　克己 渡辺　勝浩 田中　克己 鶴見　武司 渡辺　勝浩 鶴見　よし子 落合　愛美 伊藤　朋子
67 68 61 66 57 43

XTC 栃木県選抜（栃木県）

XTC 滋賀県選抜（滋賀県）

XTC 愛知県選抜（愛知県）

XTC 京都府選抜（京都府）

XTC ＳＢＳ（静岡県）

XTC ストーン（鳥取県）

XTC ｍｉｎｔｏｎ（富山県）

XTB 三重県選抜（三重県）

XTC 兵庫県選抜（兵庫県）

XTC 老松クラブ（岡山県）

XTB 井口クラブ（富山県）

XTB 愛知県選抜Ａ（愛知県）

XTB 愛知県選抜Ｂ（愛知県）

XTB 岡山県選抜（岡山県）

XTB ＳＷＡＣ（静岡県）

XTB 大阪府選抜（大阪府）

XTA 京都府選抜（京都府）

XTB 高松クラブ（石川県）

XTB 兵庫県選抜（兵庫県）

XTA たまてん（愛媛県）

XTA 大阪府選抜（大阪府）

XTA 鴉（富山県）

XTA 兵庫県選抜（兵庫県）

XTA 岡山県選抜Ａ（岡山県）

XTA 岡山県選抜Ｂ（岡山県）

男子 女子


