
　　公認審判員有効期限が今年度末の会員一覧

　・審判員有効期限が今年度末（2018年3月31日）の会員の一覧を掲載します。

　・千葉県内のいずれかの団体において、2017年度、2016年度、2015年度に日連会員登録がなされた会員を
　掲載対象としています（2017年6月時点）。

　・2016年度、2015年度に日連会員登録された方の団体名は、そのときに登録された団体です。

　・審判員資格の有効期間内に一度以上、審判講習会を受講した方（講習会受講日の欄に日付がある方）は、
　　今年度中に更新の申請をおこなってください。

　・審判員資格の有効期間内に一度も審判講習会を受講していない方は、今年度中に開催される審判講習会
　　を受講してください。
　
　・ご不明な点は、下記いずれかまでお問い合わせください。

千葉県ソフトテニス連盟　審判委員会
　　審判委員長　　　 秦野　伸一 携帯：080-3427-3069

E-mail：hatano@bridge.ocn.ne.jp

　　審判副委員長　　岡野　清 携帯：090-6111-7639

姓 名 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 名ﾌﾘｶﾞﾅ 団体名 日連登録年度 講習会受講日
青木 麻衣 アオキ マイ ＳＨＥＥＰＳ 2016
齋藤 裕佳里 サイトウ ユカリ ＳＨＥＥＰＳ 2016
田中 夕凪 タナカ ユナ ＳＨＥＥＰＳ 2016
徳永 絵里子 トクナガ エリコ ＳＨＥＥＰＳ 2016
石井 康介 イシイ コウスケ ＳＴＯＣ 2016
黒川 未勇士 クロカワ ミユジ ＳＴＯＣ 2016
高木 隆一 タカギ リュウイチ ＳＴＯＣ 2017
高師 卓瑞 タカシ タクミ ＳＴＯＣ 2016
長嶋 海 ナガシマ カイ ＳＴＯＣ 2016
池内 良平 イケウチ リョウヘイ あづまテニスクラブ 2017 2015/6/14
桐原 善次 キリハラ ゼンジ あづまテニスクラブ 2017 2015/6/14
宇野 康 ウノ ヤスシ いすみ市立岬中学校 2017
井桁 誠子 イゲタ セイコ こてはし台クラブ 2017
金森 充子 カナモリ ミツコ こてはし台クラブ 2017
高崎 秀子 タカサキ ヒデコ こてはし台クラブ 2017
山口 清子 ヤマグチ キヨコ こてはし台クラブ 2017
関根 郁夫 セキネ イクオ さつきクラブ 2017
河﨑 隆正 カワサキ リュウセイ さんぶソフトテニスクラブ 2016
佐藤 雄天 サトウ ユタカ ソフトテニス千葉クラブ 2017
辻田 康明 ツジタ ヤスアキ ソフトテニス千葉クラブ 2016
檜垣 圭佑 ヒガキ ケイスケ ソフトテニス千葉クラブ 2016
村松 祐次郎 ムラマツ ユウジロウ ソフトテニス千葉クラブ 2016
吉田 悠馬 ヨシダ ユウマ ソフトテニス千葉クラブ 2016
小笠原 共恵 オガサワラ トモエ ときわ平ソフトテニスクラブ 2017
小坂 茂博 コサカ シゲヒロ ときわ平ソフトテニスクラブ 2017
塩島 有紗 シオジマ アリサ ときわ平ソフトテニスクラブ 2017
時田 祐希 トキタ ユウキ ときわ平ソフトテニスクラブ 2017
中町 聡 ナカマチ サトシ ときわ平ソフトテニスクラブ 2017
三浦 玉枝 ミウラ タマエ ときわ平ソフトテニスクラブ 2017
山崎 浩久 ヤマザキ ヒロヒサ ときわ平ソフトテニスクラブ 2017
吉田 寿子 ヨシダ トシコ ときわ平ソフトテニスクラブ 2017
印東 まどか イントウ マドカ ふれあいクラブ 2017
行方 裕子 ナメカタ ユウコ ふれあいクラブ 2017
並木 孝昌 ナミキ タカマサ もりくま 2015
高上 佳央梨 タカガミ カオリ 旭クラブ 2016
深井 祥貴 フカイ ヨシタカ 旭クラブ 2016



浅野 篤哉 アサノ アツヤ 浦安会 2016
阿部 翔 アベ カケル 浦安会 2016
越前 真生 エチゼン ミチオ 浦安会 2017
榎本 裕太 エノモト ユウタ 浦安会 2017
佐藤 佑哉 サトウ ユウヤ 浦安会 2017
澤口 智也 サワグチ トモヤ 浦安会 2017
鈴木 玲子 スズキ レイコ 浦安会 2017 2016/11/13
相馬 仁一 ソウマ ジンイチ 浦安会 2017
長野 歩 ナガノ アユミ 浦安会 2017 2013/8/4
長濵 茉依 ナガハマ マイ 浦安会 2016
野嶋 千恵 ノジマ チエ 浦安会 2017 2016/11/13
野嶋 帆南 ノジマ ホナミ 浦安会 2016
宮前 直季 ミヤマエ ナオキ 浦安会 2016
寺本 慎吾 テラモト シンゴ 横芝光町立横芝中学校 2017
本間 喜代美 ホンマ キヨミ 横芝光町立横芝中学校 2017 2015/11/8
内野 由美子 ウチノ ユミコ 花見川ソフトテニスクラブ 2017
榑松 あけみ クレマツ アケミ 花見川ソフトテニスクラブ 2017
平川 奈々江 ヒラカワ ナナエ 我孫子ママさんクラブ 2017
松下 春枝 マツシタ ハルエ 我孫子ママさんクラブ 2017
宮崎 武 ミヤザキ タケシ 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ 2017
野村 香苗 ノムラ カナエ 鴨川市立鴨川中学校 2017
鈴木 規行 スズキ ノリユキ 君津市ソフトテニス協会 2017
飛田 彰博 トビタ アキヒロ 君津市ソフトテニス協会 2017
松井 玲子 マツイ レイコ 君津市ソフトテニス協会 2017
池上 正信 イケガミ マサノブ 湖北台ソフトテニスクラブ 2016
三浦 秀樹 ミウラ ヒデキ 湖北台ソフトテニスクラブ 2016 2016/11/26
松岡 洋孝 マツオカ ヒロタカ 幸町クラブ 2017
山口 洋司 ヤマグチ ヒロジ 佐原ソフトテニスクラブ 2017
大越 徳子 オオコシ トクコ 佐倉クラブ 2017
加藤 伸二 カトウ シンジ 佐倉クラブ 2017
川辺 由希 カワベ ユキ 佐倉クラブ 2017
島田 優 シマダ ユウ 佐倉クラブ 2017
深谷 美佐子 フカヤ ミサコ 佐倉クラブ 2017
宮本 一輝 ミヤモト カズキ 佐倉クラブ 2017 2015/12/12
洲崎 一夫 スザキ カズオ 四街道ソフトテニスクラブ 2017
瀬川 繭可 セガワ マユカ 市原エイティクラブ 2017
森 麻奈美 モリ マナミ 市原エイティクラブ 2017
永野 理宏 ナガノ ミチヒロ 市原市立八幡中学校 2017
板倉 尚之 イタクラ ナオユキ 市川ソフトテニスクラブ 2017
宇田川 智勝 ウダガワ トモカツ 市川ソフトテニスクラブ 2017
大橋 卓身 オオハシ タクミ 市川ソフトテニスクラブ 2017
佐々木 教安 ササキ ノリヤス 市川ソフトテニスクラブ 2016
島崎 誠二 シマザキ セイジ 市川ソフトテニスクラブ 2017
高野 和枝 タカノ カズエ 市川ソフトテニスクラブ 2017 2015/6/14
武石 皓介 タケイシ コウスケ 市川ソフトテニスクラブ 2016
寺田 和道 テラダ カズミチ 市川ソフトテニスクラブ 2017
松田 典之 マツダ ノリユキ 市川ソフトテニスクラブ 2017 2016/8/28
渡辺 学 ワタナベ ガク 市川ソフトテニスクラブ 2017
飯島 一子 イイジマ イチコ 市川ダックリングテニスクラブ 2017 2015/6/14
大場 貞男 オオバ サダオ 市川ダックリングテニスクラブ 2017 2015/6/14
西山 敏紀 ニシヤマ トシノリ 市川ダックリングテニスクラブ 2017
伊藤 信夫 イトウ ノブオ 市川市役所ソフトテニス部 2017
越野 貴嗣 コシノ タカツグ 芝浦工業大学柏中学校 2017
浦嶋 優花 ウラシマ ユカ 手賀沼クラブ 2017
奥島 祥広 オクシマ ヨシヒロ 手賀沼クラブ 2017
鈴木 勇介 スズキ ユウスケ 手賀沼クラブ 2017
深井 英樹 フカイ ヒデキ 手賀沼クラブ 2016
川嶋 博三 カワシマ ヒロミ 酒々井ソフトテニスクラブ 2017
小暮 絵未 コグレ カエミ 酒々井ソフトテニスクラブ 2017



篠原 建夫 シノハラ タテオ 酒々井ソフトテニスクラブ 2016
山中 好恵 ヤマナカ ヨシエ 酒々井ソフトテニスクラブ 2017
菅沼 章人 スガヌマ アキト 習志野ソフトテニスクラブ 2017
菅沼 照子 スガヌマ テルコ 習志野ソフトテニスクラブ 2017
青木 計之助 アオキ ケイノスケ 勝浦ソフトテニスクラブ 2017
安蒜 知之 アンビル トモユキ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
飯塚 淳一 イイヅカ ジュンイチ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
井上 しのぶ イノウエ シノブ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
海老原 良祐 エビハラ リョウスケ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
遠藤 幸子 エンドウ サチコ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
久保田 明美 クボタ アケミ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
小山 茂樹 コヤマ シゲキ 小金原ソフトテニスクラブ 2016
佐宗 弘子 サソウ ヒロコ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
鴫原 京子 シギハラ キョウコ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
柴原 輝匡 シバハラ テルマサ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
鈴木 喜久子 スズキ キクコ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
高藤 悠司 タカトウ ユウジ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
高野 翔平 タカノ ショウヘイ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
高橋 京子 タカハシ キョウコ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
高橋 康子 タカハシ ヤスコ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
照沼 絵里 テルヌマ エリ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
橋詰 由紀 ハシヅメ ユキ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
益田 忠 マスダ タダシ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
三木 里麻 ミキ リマ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
村田 朝絵 ムラタ アサエ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
室谷 洋平 ムロタニ ヨウヘイ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
山口 江津子 ヤマグチ エツコ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
渡部 きよみ ワタナベ キヨミ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
星 雅哉 ホシ マサヤ 昭和ホールディングス 2017
的場 彬 マトバ アキラ 昭和ホールディングス 2017
高原 良江 タカハラ ヨシエ 昭和学院中学校 2017
佐藤 和朗 サトウ カズオ 松戸市役所 2017
小松 弘和 コマツ ヒロカズ 松戸市立小金南中学校 2015
巖 直子 イワオ ナオコ 沼南風早クラブ 2017
小泉 壽宗 コイズミ ヒサムネ 新日鉄住金君津 2017
齋藤 裕子 サイトウ ユウコ 新日鉄住金君津 2017
高橋 美咲 タカハシ ミサキ 新日鉄住金君津 2017
平野 拓海 ヒラノ タクミ 新日鉄住金君津 2017
山口 晃 ヤマグチ アキラ 新日鉄住金君津 2017
浅井 美帆 アサイ ミホ 成田クラブ 2017
徳田 進 トクタ ススム 成田クラブ 2017
藤﨑 智弘 フジサキ トシヒロ 成田クラブ 2017
斎藤 公輔 サイトウ コウスケ 千葉県高体連１１地区顧問 2017
田村 尚雄 タムラ ヒサオ 千葉県高体連７地区顧問 2017
土田 尚樹 ツチダ ナオキ 千葉県高体連９・１０地区顧問 2017
越後谷 孝大 エチゴヤ コウダイ 千葉県庁 2017
宮崎 修一 ミヤザキ シユウイチ 千葉県庁 2017
新堀 忠次 ニイホリ チユウジ 千葉市民クラブ 2017
藤本 裕木 フジモト ヒロキ 千葉市立葛城中学校 2017
滝口 大介 タキグチ ダイスケ 千葉市立高洲第一中学校 2016 2015/11/8
下村 豊朗 シモムラ トヨアキ 千葉市立打瀬中学校 2017 2015/11/8
本間 駿一 ホンマ シュンイチ 千葉市立都賀中学校 2017
石綿 彩菜 イシワタ アヤナ 船橋クラブ 2016
小高 孝夫 オダカ タカオ 船橋クラブ 2017
清澤 信也 キヨサワ シンヤ 船橋クラブ 2016
瀬古沢 まどか セコザワ マドカ 船橋クラブ 2016
高安 千裕 タカヤス チヒロ 船橋クラブ 2017
松本 眞二 マツモト シンジ 船橋クラブ 2017
荒川 博章 アラカワ ヒロアキ 船橋市立三田中学校 2017 2015/11/8



菊地 沙紀 キクチ サキ 船橋市立七林中学校 2017
山形 和人 ヤマガタ カズト 船橋市立習志野台中学校 2017 2015/11/8
福原 千景 フクハラ チカゲ 船橋市立船橋中学校 2017
若林 伸男 ワカバヤシ ノブオ 船橋市立船橋中学校 2017 2015/11/8
平川 頼子 ヒラカワ ヨリコ 船橋習志野台クラブ 2017 2013/10/11
加藤 真理子 カトウ マリコ 船橋木曜会 2017
石橋 勉 イシバシ ツトム 船橋緑会クラブ 2017
平川 公輝 ヒラカワ コウキ 船橋緑会クラブ 2017
榎本 早織 エノモト サオリ 匝瑳市立野栄中学校 2017
板橋 英治 イタバシ エイジ 大山口ソフトテニスクラブ 2017 2013/2/3
岩島 典男 イワシマ ノリオ 中台テニスクラブ 2017 2015/12/12
片岸 尚子 カタギシ ナオコ 中台テニスクラブ 2017 2015/12/12
斎藤 政之 サイトウ マサユキ 中台テニスクラブ 2017
中島 あき江 ナカジマ アキエ 中台テニスクラブ 2017 2015/12/12
星 秀雅 ホシ ヒデマサ 中台テニスクラブ 2017
大家 可奈恵 オオヤ カナエ 銚子市立第三中学校 2017
黒川 真由美 クロカワ マユミ 天台クラブ 2017
田中 和江 タナカ カズエ 天台クラブ 2017
石井 一匡 イシイ カズマサ 道楽クラブ 2017
井上 晴視 イノウエ ハルミ 柏クラブ 2017
小川 忠 オガワ タダシ 柏クラブ 2017
川原 順子 カワハラ ジユンコ 柏クラブ 2017
杉本 美雪 スギモト ミユキ 柏クラブ 2017
山口 昭二 ヤマグチ シヨウジ 柏クラブ 2016 2016/2/7
中井 康平 ナカイ コウヘイ 柏市立酒井根中学校 2017 2015/11/8
田中 輝子 タナカ テルコ 柏千代田クラブ 2017
橋本 茂男 ハシモト シゲオ 北柏ライフタウンテニスクラブ 2017
宮 敦 ミヤ アツシ 北柏ライフタウンテニスクラブ 2017
高師 千春 タカシ チハル 明日香 2017
尾後貫 君子 オゴヌキ キミコ 茂原クラブ 2017
佐藤 太鶴 サトウ タヅ 茂原クラブ 2017
齋藤 瑞穂 サイトウ ミズホ 木友ソフトテニスクラブ 2017
山 歩未 ヤマ アユミ 木友ソフトテニスクラブ 2017
青蔭 明恵 アオカゲ アキエ 野田クラブ 2016
赤金 利章 アカガネ トシアキ 野田クラブ 2017
菊田 悠平 キクタ ユウヘイ 野田クラブ 2017
東郷 優成 トウゴウ ユウセイ 野田クラブ 2017
松波 稔 マツナミ ミノル 野田クラブ 2017
斉藤 征二 サイトウ セイジ 流山ＥＭＴ 2017
石川 康平 イシカワ コウヘイ 流山クラブ 2017
大西 スエ オオニシ スエ 流山ママクラブ 2017
野呂瀬 裕之 ノロセ ヒロユキ 流山市立八木中学校 2017
伊藤 理江 イトウ リエ 所属不明 2016
鵜澤 圭吾 ウザワ ケイゴ 　　〃 2016
内田 聖史 ウチダ マサシ 　　〃 2015
浦島 秀次 ウラシマ シユウジ 　　〃 2015
大城 フェルナンドオオシロ フェルナンド 　　〃 2015
緒方 勝 オガタ マサル 　　〃 2016
小川 麻友子 オガワ マユコ 　　〃 2015
河内 豊 カワウチ ユタカ 　　〃 2016
岸 那穂子 キシ ナホコ 　　〃 2015
黒澤 有里 クロサワ ユリ 　　〃 2016
越川 征厚 コシカワ マサヒロ 　　〃 2016
三幣 昂汰 サンペイ コウタ 　　〃 2015
鈴木 恭子 スズキ キヨウコ 　　〃 2016
関根 龍児 セキネ リュウジ 　　〃 2015
武田 美樹 タケダ ミキ 　　〃 2016
武山 房子 タケヤマ フサコ 　　〃 2015
谷 友輝 タニ トモキ 　　〃 2016



津根 且典 ツネ カツノリ 　　〃 2016
得田 幸雄 トクダ ユキオ 　　〃 2015
中原 悠里 ナカハラ ユリ 　　〃 2015
林 宏樹 ハヤシ ヒロキ 　　〃 2015 2013/2/11
深谷 侯丞 フカヤ コウスケ 　　〃 2016
布施 智子 フセ トモコ 　　〃 2015 2013/2/3
古谷 三郎 フルヤ サブロウ 　　〃 2015
柞山 真奈美 ホウサヤマ マナミ 　　〃 2015
星名 始 ホシナ ハジメ 　　〃 2015
本田 侑也 ホンダ ユウヤ 　　〃 2016
松井 綾子 マツイ アヤコ 　　〃 2015
宮上 次子 ミヤガミ ツギコ 　　〃 2016 2016/11/26
吉野 英樹 ヨシノ ヒデキ 　　〃 2015


