
　　公認審判員有効期限が来年度末の会員一覧

　・審判員有効期限が来年度末（2019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（2016年10月時点）。

　・2016年度に日連会員登録がな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、
　　来年度に入ってすぐに（2019年4月1日以降）更新の申請をおこなうことができます。

　・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
　　を受講することで、来年度に入ってすぐに（2019年4月1日以降）更新の申請をおこなうことができます。
　
　・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
田中 優希 タナカ ユウキ ＪＦＥ東日本 2017
小沼 幸弘 オヌマ ユキヒロ ＳＴＥＰ千葉 2017
澁谷 隆宏 シブヤ タカヒロ ＳＴＥＰ千葉 2017
清水 恒太 シミズ コウタ ＳＴＥＰ千葉 2017
並木 慧 ナミキ ケイ ＳＴＥＰ千葉 2017
渡邉 大貴 ワタナベ ダイキ ＳＴＥＰ千葉 2017
金澤 卓 カナザワ タカシ ＳＴＯＣ 2017
酒井 幸雄 サカイ ユキオ ＳＴＯＣ 2017
宗田 裕二 ソウタ ユウジ ＳＴＯＣ 2017
山口 陵介 ヤマグチ リョウスケ ＳＴＯＣ 2017
小野 健太郎 オノ ケンタロウ こてはし台クラブ 2017
工藤 悦子 クドウ エツコ こてはし台クラブ 2017
酒井 比佐子 サカイ ヒサコ こてはし台クラブ 2017
城福 友哉 ジョウフク ユウヤ こてはし台クラブ 2017
早坂 喜代子 ハヤサカ キヨコ こてはし台クラブ 2017
池田 和樹 イケダ カズキ ソフトテニス千葉クラブ 2017
小板橋 由佳 コイタバシ ユカ ソフトテニス千葉クラブ 2017
櫻井 久美 サクライ クミ ソフトテニス千葉クラブ 2016
鶴岡 紗良 ツルオカ サラ ソフトテニス千葉クラブ 2017
藤井 侑也 フジイ ユウヤ ソフトテニス千葉クラブ 2017
栗毛 美智子 クリゲ ミチコ ときわ平ソフトテニスクラブ 2017
宍倉 富雄 シシクラ トミオ ときわ平ソフトテニスクラブ 2017
高木 真理 タカギ マリ ときわ平ソフトテニスクラブ 2017 2014/2/16
田邊 加津子 タナベ カツコ ときわ平ソフトテニスクラブ 2017
深井 雅之 フカイ マサユキ ときわ平ソフトテニスクラブ 2017
宇津木 幸子 ウツギ サチコ ふたばクラブ 2017
高須賀 美根子 タカスカ ミネコ ふたばクラブ 2017
熱田 祥平 アツタ ショウヘイ ふれあいクラブ 2017
伊藤 子竜 イトウ シリュウ ふれあいクラブ 2016
森田 大 モリタ フトシ ふれあいクラブ 2017
深山 松美 ミヤマ マツミ わかば（睦沢） 2017
奥住 翔太朗 オクズミ ショウタロウ 旭クラブ 2016
小川 育男 オガワ イクオ 印西ソフトテニスクラブ 2017
石井 勝治 イシイ カツジ 浦安会 2017
板倉 祐子 イタクラ ユウコ 浦安会 2017
伊藤 萌里 イトウ モエリ 浦安会 2017



大塚 天人 オオツカ ソラト 浦安会 2017
川崎 ひとみ カワサキ ヒトミ 浦安会 2017 2016/11/13
倉元 真美 クラモト マミ 浦安会 2017 2013/8/4
小池 俊介 コイケ シュンスケ 浦安会 2017 2013/8/4
小島 翔太 コジマ ショウタ 浦安会 2016
坂口 薫 サカグチ カオル 浦安会 2017
中村 有沙 ナカムラ アリサ 浦安会 2017
夏原 麗子 ナツハラ レイコ 浦安会 2017 2017/4/23
早坂 陸 ハヤサカ リク 浦安会 2017
平山 紀雄 ヒラヤマ ノリオ 浦安会 2017
深沢 正保 フカザワ マサヤス 浦安会 2017 2016/10/13
布施谷 友子 フセヤ トモコ 浦安会 2017
水野 さと子 ミズノ サトコ 浦安会 2017
向山 哲 ムコウヤマ サトシ 浦安会 2017
湯本 裕樹 ユモト ユウキ 浦安会 2016
横井 梓 ヨコイ アズサ 浦安会 2017
根本 義彦 ネモト ヨシヒコ 浦安市立高洲中学校 2017
内田 貴明 ウチダ タカアキ 横芝光町立横芝中学校 2017
神長 千枝子 カミナガ チエコ 花見川ソフトテニスクラブ 2017
坂本 恵子 サカモト ケイコ 花見川ソフトテニスクラブ 2017
安井 幸枝 ヤスイ ユキエ 花見川ソフトテニスクラブ 2017
浦嶋 明子 ウラシマ アキコ 我孫子ママさんクラブ 2017
成田 絹子 ナリタ キヌコ 我孫子ママさんクラブ 2017
秋葉 範子 アキバ ノリコ 貝塚中央クラブ 2017
麻見 嘉代子 アサミ カヨコ 貝塚中央クラブ 2017
鈴木 直蔵 スズキ ナオゾウ 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ 2016
七条 祐一 シチジョウ ユウイチ 鴨川市立鴨川中学校 2017 2015/11/8
黒川 朝子 クロカワ トモコ 鴨川市立長狭中学校 2017 2015/11/8
伊藤 雄大 イトウ ユウダイ 館山市立第二中学校 2017 2015/11/8
柳沢 加代子 ヤナギサワ カヨコ 君津市ソフトテニス協会 2017
武川 弘子 タケカワ ヒロコ 湖北台ソフトテニスクラブ 2017 2016/11/26
関川 充代 セキガワ ミツヨ 御宿町立御宿中学校 2017
東 祐太 アズマ ユウタ 国立木更津工業高等専門学校 2017
天野 誠次郎 アマノ セイジロウ 国立木更津工業高等専門学校 2017
石塚 胡桃 イシヅカ クルミ 国立木更津工業高等専門学校 2017
永井 優士 ナガイ ユウシ 国立木更津工業高等専門学校 2017
平野 結実 ヒラノ ユウミ 国立木更津工業高等専門学校 2017
内山 貴子 ウチヤマ タカコ 黒潮ソフトテニスクラブ 2017
及川 清貴 オイカワ キヨタカ 黒潮ソフトテニスクラブ 2017
大塚 彩乃 オオツカ アヤノ 黒潮ソフトテニスクラブ 2017
大野 鉄平 オオノ テッペイ 黒潮ソフトテニスクラブ 2017 2013/5/5
児安 信幸 コヤス ノブユキ 黒潮ソフトテニスクラブ 2017
野口 勇樹 ノグチ ユウキ 黒潮ソフトテニスクラブ 2017
松木 龍太 マツキ リュウタ 黒潮ソフトテニスクラブ 2017
山口 美穂 ヤマグチ ミホ 黒潮ソフトテニスクラブ 2017
井戸山 遥 イドヤマ ハルカ 佐倉クラブ 2017
宍倉 祐輔 シシクラ ユウスケ 佐倉クラブ 2017 2013/2/3
竹内 誠 タケウチ マコト 佐倉クラブ 2017
中里 恵子 ナカザト ケイコ 佐倉クラブ 2017
藤ノ木 宣好 フジノキ ノブヨシ 佐倉クラブ 2017
山﨑 三鈴 ヤマザキ ミスズ 佐倉クラブ 2017
土屋 貴亮 ツチヤ タカアキ 佐倉市立志津中学校 2017 2015/11/8
大藤 巨紀 オオトウ ナオキ 山武市立成東東中学校 2017
能城 広子 ノウジョウ ヒロコ 四街道ソフトテニスクラブ 2017
加藤 理恵 カトウ リエ 市原エイティクラブ 2017
三枝 文子 サエグサ フミコ 市原エイティクラブ 2017
清水 智和 シミズ トモカズ 市原ドリーム 2016
氷室 佐和子 ヒムロ サワコ 市原ドリーム 2017 2015/3/21
安孫子 素子 アビコ モトコ 市原ファミリークラブ 2017 2015/3/21



松本 旦子 マツモト アキコ 市原ファミリークラブ 2017
荒川 智紀 アラカワ トモキ 市川ソフトテニスクラブ 2017
井口 俊之 イグチ トシユキ 市川ソフトテニスクラブ 2017
入江 英津子 イリエ エツコ 市川ソフトテニスクラブ 2017
江澤 ゆき子 エザワ ユキコ 市川ソフトテニスクラブ 2017
木谷 友哉 キタニ トモヤ 市川ソフトテニスクラブ 2017 2014/1/13
竹内 大地 タケウチ ダイチ 市川ソフトテニスクラブ 2016
鳥居 英彰 トリイ ヒデアキ 市川ソフトテニスクラブ 2017 2015/6/14
中臺 唯 ナカダイ ユイ 市川ソフトテニスクラブ 2017
牧 直矢 マキ ナオヤ 市川ソフトテニスクラブ 2017
松野 まみ マツノ マミ 市川ソフトテニスクラブ 2017
満江 佐知 ミツエ サチ 市川ソフトテニスクラブ 2017
和田 知大 ワダ トモヒロ 市川ソフトテニスクラブ 2017
酒井 洋 サカイ ヒロシ 市川ダックリングテニスクラブ 2017
砂川 哲也 スナガワ テツヤ 市川ダックリングテニスクラブ 2017
泉 貴利 イズミ タカトシ 市川市立第二中学校 2016 2015/11/8
遠藤 勝幸 エンドウ カツユキ 芝山クラブ 2016
大村 秀明 オオムラ ヒデアキ 手賀沼クラブ 2017
金子 忠隆 カネコ タダタカ 手賀沼クラブ 2016
小林 俊夫 コバヤシ トシオ 手賀沼クラブ 2016
鈴木 等 スズキ ヒトシ 手賀沼クラブ 2017
須田 啓司 スダ ケイジ 手賀沼クラブ 2017
大竹 力子 オオタケ リキコ 酒々井ソフトテニスクラブ 2017
吉田 美成子 ヨシダ ミナコ 酒々井ソフトテニスクラブ 2017
二階堂 純 ニカイドウ ジュン 習志野市立第一中学校 2017
村上 大樹 ムラカミ ヒロキ 習志野市立第六中学校 2017
五十嵐 典子 イガラシ ノリコ 勝田台クラブ 2017
那須 佐和子 ナス サワコ 勝田台クラブ 2017
吉田 美恵子 ヨシダ ミエコ 勝田台クラブ 2017
青木 基泰 アオキ モトヤス 小金原ソフトテニスクラブ 2017
上野 和隆 ウエノ カズタカ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
海老沢 由美子 エビサワ ユミコ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
小川 佳祐 オガワ ケイスケ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
上岡 武夫 カミオカ タケオ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
小林 浩司 コバヤシ コウジ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
鹿野 澄子 シカノ スミコ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
須永 幸寿 スナガ ヨシノブ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
染谷 啓子 ソメヤ ケイコ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
照沼 視世 テルヌマ シセイ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
長谷川 智美 ハセガワ サトミ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
原沢 佐千子 ハラサワ サチコ 小金原ソフトテニスクラブ 2017 2014/2/16
平野 秀樹 ヒラノ ヒデキ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
松尾 真由美 マツオ マユミ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
森 知史 モリ トモフミ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
山口 康子 ヤマグチ ヤスコ 小金原ソフトテニスクラブ 2017
田口 輝 タグチ アキラ 昭和ホールディングス 2017
村上 和希 ムラカミ カズキ 昭和ホールディングス 2017
清水 賢二 シミズ ケンジ 松戸市役所 2017
高橋 眞一 タカハシ シンイチ 松戸市役所 2017
荒牧 知弥 アラマキ トモヤ 新日鉄住金君津 2017
小林 裕太 コバヤシ ユウタ 新日鉄住金君津 2017
飯嶋 裕丞 イイジマ ユウスケ 成田クラブ 2017
葛生 貴子 クズウ キコ 成田クラブ 2017
後藤 真由 ゴトウ マユ 成田クラブ 2017
宍倉 伶征 シシクラ リュウセイ 成田クラブ 2017
滝口 諒 タキグチ リョウ 成田クラブ 2017
菱木 嶺 ヒシギ リヨウ 成田クラブ 2017
安部 将也 アベ マサヤ 成田市役所ソフトテニスクラブ 2017
高木 真央 タカギ マオ 成田市役所ソフトテニスクラブ 2017



木村 真大 キムラ マサヒロ 西千葉クラブ 2017
柴崎 章紀 シバサキ アキノリ 千葉県高体連１１地区顧問 2017
鈴木 法道 スズキ ノリミチ 千葉県高体連１１地区顧問 2017
須田 学 スダ ガク 千葉県高体連１１地区顧問 2017
月下 芽 ツキシタ メイ 千葉県高体連１１地区顧問 2017
井上 博喜 イノウエ ヒロキ 千葉県高体連１２地区顧問 2017
宮崎 信伍 ミヤザキ シンゴ 千葉県高体連１地区顧問 2016
成田 憲司 ナリタ ケンジ 千葉県高体連２地区顧問 2017
川村 賢一 カワムラ ケンイチ 千葉県高体連３地区顧問 2017
小坂 祐子 コサカ ユウコ 千葉県高体連４地区顧問 2017
八木 裕樹 ヤギ ユウキ 千葉県高体連４地区顧問 2017
竹蓋 大樹 タケブタ ヒロキ 千葉県高体連５地区顧問 2017
長谷川 早乃 ハセガワ サキノ 千葉県高体連７地区顧問 2017
山﨑 正美 ヤマザキ マサミ 千葉県高体連７地区顧問 2017
祐 貴之 ユウ タカユキ 千葉県高体連７地区顧問 2017
三澤 結 ミサワ ユイ 千葉県高体連９・１０地区顧問 2017
浅山 豊 アサヤマ ユタカ 千葉県高体連第６・８地区顧問 2017
石塚 健太 イシヅカ ケンタ 千葉県高体連第６・８地区顧問 2017
伊藤 愛 イトウ アイ 千葉県高体連第６・８地区顧問 2017
緑川 洋 ミドリカワ ヒロシ 千葉県高体連第６・８地区顧問 2017
森 翔一 モリ ショウイチ 千葉県高体連第６・８地区顧問 2017
横枕 正晃 ヨコマクラ マサアキ 千葉県高体連第６・８地区顧問 2017
齋藤 岬 サイトウ ミサキ 千葉県庁 2017
田村 翔太 タムラ ショウタ 千葉県庁 2017
福島 勉 フクシマ ツトム 千葉市民クラブ 2017
堀越 大樹 ホリコシ ダイキ 千葉市役所 2017
石橋 崇 イシバシ タカシ 千葉市立高洲第一中学校 2016
長島 琴子 ナガシマ コトコ 千葉市立小中台中学校 2017
岩崎 雄太 イワサキ ユウタ 千葉大学教育学部附属中学校 2017 2015/11/8
太田 瞳 オオタ ヒトミ 船橋クラブ 2017
笠木 瑚乃美 カサキ コノミ 船橋クラブ 2017
佐藤 さやか サトウ サヤカ 船橋クラブ 2016
篠宮 俊弘 シノミヤ トシヒロ 船橋クラブ 2017
瀬古沢 千夏 セコザワ チナツ 船橋クラブ 2017
藤沼 成利 フジヌマ ナリトシ 船橋クラブ 2017 2017/1/8
安田 華子 ヤスダ ハナコ 船橋クラブ 2017
佐藤 多恵 サトウ タエ 船橋高根台クラブ 2017
渡邊 涼二 ワタナベ リョウジ 船橋市立海神中学校 2017 2015/11/8
髙井 俊孝 タカイ トシタカ 船橋市立葛飾中学校 2017 2015/11/8
渡辺 光洋 ワタナベ ミツヒロ 船橋市立飯山満中学校 2017 2015/11/8
佐藤 菊代 サトウ キクヨ 船橋習志野台クラブ 2017 2013/10/11
前川 義男 マエカワ ヨシオ 船橋習志野台クラブ 2017 2013/10/11
藤原 晴美 フジワラ ハルミ 船橋木曜会 2017 2017/4/23
浅妻 健太郎 アサズマ ケンタロウ 船橋緑会クラブ 2017
中谷 知広 ナカタニ トモヒロ 船橋緑会クラブ 2017
大和田 秀典 オオワダ ヒデノリ 蘇我ミクス 2017
佐藤 加代子 サトウ カヨコ 大山口ソフトテニスクラブ 2017
照 元康 テラシ モトヤス 中台テニスクラブ 2017
大浦 陽子 オオウラ ヨウコ 天台クラブ 2017
屋宮 規子 オクミヤ ノリコ 天台クラブ 2017
横関 紀美子 ヨコゼキ キミコ 天台クラブ 2017
三浦 佳之 ミウラ ヨシユキ 東金市立西中学校 2017
平野 充 ヒラノ ミツル 道楽クラブ 2017
田口 祥子 タグチ ショウコ 柏市立柏第二中学校 2017
小川 洋子 オガワ ヨウコ 柏千代田クラブ 2017
浦井 篤史 ウライ アツシ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． 2017
加藤 直子 カトウ ナオコ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． 2017
齋藤 佐和子 サイトウ サワコ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． 2017
宍戸 正義 シシド マサヨシ 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ． 2017 2017/4/23



田中 翔悟 タナカ ショウゴ 八千代市立大和田中学校 2017
武藤 諒 ムトウ リョウ 八千代市立八千代中学校 2016
山口 孝章 ヤマグチ コウショウ 富浦町立富浦中学校 2017
赤星 古都 アカボシ コト 碧空クラブ 2017
赤星 貴史 アカボシ タカフミ 碧空クラブ 2017
永嶋 美保子 ナガシマ ミホコ 碧空クラブ 2017
安元 隆 ヤスモト タカシ 碧空クラブ 2017
丸山 理香 マルヤマ アヤカ 北柏ライフタウンテニスクラブ 2017 2017/1/23
望月 梓司 モチヅキ シンジ 北優会 2016
田中 靖人 タナカ ヤスヒト 睦沢町立睦沢中学校 2017
山﨑 康行 ヤマザキ ヤスユキ 岬ソフトテニスクラブ 2017
滝 繁昌 タキ シゲマサ 茂原クラブ 2017
富樫 二三 トガシ フミ 茂原クラブ 2017
中村 信一 ナカムラ シンイチ 茂原クラブ 2017
金坂 暁 カネサカ サトル 茂原市役所ソフトテニス部 2017
菅谷 直博 スガヤ ナオヒロ 茂原市役所ソフトテニス部 2017
丸 典弘 マル ノリヒロ 茂原市役所ソフトテニス部 2017
河野 勉 コウノ ツトム 茂原市立南中学校 2017
國吉 俊夫 クニヨシ トシオ 木更津ソフトテニスクラブ 2017 2014/5/17
永谷 聡 ナガタニ サトシ 木更津市立木更津第二中学校 2017
斉藤 祐樹 サイトウ ユウキ 木友ソフトテニスクラブ 2017
鈴木 一史 スズキ カズチカ 木友ソフトテニスクラブ 2017
鈴木 秀雄 スズキ ヒデオ 木友ソフトテニスクラブ 2017
高木 涼太 タカギ リョウタ 木友ソフトテニスクラブ 2017
田中 一稀 タナカ カズキ 木友ソフトテニスクラブ 2017
能重 遥香 ノウジュウ ハルカ 木友ソフトテニスクラブ 2017
石塚 任一 イシヅカ ジンイチ 野田クラブ 2017 2014/11/22
門倉 充賀 カドクラ ミツヨシ 野田クラブ 2017
中村 辰哉 ナカムラ タツヤ 野田クラブ 2017
広瀬 友和 ヒロセ トモカズ 野田クラブ 2017
牧 博貴 マキ ヒロキ 野田クラブ 2017
宮崎 卓美 ミヤザキ タクミ 野田ヤルキーズ 2017 2014/11/22
安達 玲子 アダチ レイコ 野田レディース 2017
川井 清明 カワイ キヨアキ 野田市立岩名中学校 2017
高山 慎太郎 タカヤマ シンタロウ 野田市立第二中学校 2017
大坪 登 オオツボ ノボル 流山クラブ 2017 2016/12/17
加地 英子 カジ エイコ 流山クラブ 2017 2016/12/17
近藤 裕 コンドウ ヒロシ 流山クラブ 2017
吉岡 大樹 ヨシオカ ダイジュ 流山クラブ 2017
石井 ヱミ子 イシイ エミコ 流山ママクラブ 2017 2016/12/17
北川 浩子 キタガワ ヒロコ 流山ママクラブ 2017
工藤 真弓 クドウ マユミ 流山ママクラブ 2017 2016/12/17
千葉 しのぶ チバ シノブ 流山ママクラブ 2017 2016/12/17
豊島 楓 トヨシマ カエデ 流山ママクラブ 2017 2016/12/17
佐藤 慧太 サトウ ケイタ 流山市立東深井中学校 2016
石田 達大 イシダ タツヒロ 流山市立南部中学校 2017
赤池 裕成 アカイケ ユウセイ 所属不明 2016
秋池 直美 アキイケ ナオミ 　　〃 2016
秋山 由美子 アキヤマ ユミコ 　　〃 2016
宇佐美 奈々恵 ウサミ ナナエ 　　〃 2016 2015/11/8
大谷 昭裕 オオタニ アキヒロ 　　〃 2016
小笠原 高子 オガサワラ タカコ 　　〃 2016
河西 祥吾 カサイ ショウゴ 　　〃 2016
菊地 悠 キクチ ユタカ 　　〃 2016
君塚 俊彦 キミヅカ トシヒコ 　　〃 2016
小泉 夕子 コイズミ ユウコ 　　〃 2016
斉藤 啓介 サイトウ ケイスケ 　　〃 2016
佐久間 信彰 サクマ ノブアキ 　　〃 2016 2015/11/8
菅谷 佐緒里 スガヤ サオリ 　　〃 2016



杉本 梓葉 スギモト アズハ 　　〃 2016
畠山 勝雄 ハタケヤマ カツオ 　　〃 2016
本田 陽汰 ホンダ ヒナタ 　　〃 2016
松尾 大地 マツオ ダイチ 　　〃 2016
安岡 洋平 ヤスオカ ヨウヘイ 　　〃 2016
山本 篤希 ヤマモト アツキ 　　〃 2016
渡辺 杏沙 ワタナベ アヅサ 　　〃 2016


