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参加者 参加者 所属 参加者 所属

大嶋 一彰 三橋 智希 日立情報通信エンジニアリング 甲谷　光 日立情報通信エンジニアリング

原 賢男 白垣 賢一 ＫＳＢＣ・フリー 松川 直弘 日立情報通信エンジニアリング

海野 祐樹 山﨑 裕太 日立情報通信エンジニアリング 平川 大貴 ウエンブレー

早崎 修平 山村 駿介 日立情報通信エンジニアリング 入江 雄大 まっしぐら

潮田 恭平 清水 一行 フリューゲル 小澤 雄貴 フリー

高橋 卓也 小松 翔 ＹＡＮＧ ＹＡＮＧ 遠藤 浩明 ＹＡＮＧ ＹＡＮＧ

池上 雄士 岸 祐一 ＹＡＮＧ ＹＡＮＧ 櫨川 翔太 逗子クラブ

宮下 英之 篠岡 伸明 ＫＳＢＣ・川夜会トリックスターズ 村越 知広 ぎんなん会

中村 孝弘 加藤 一音 はねの会 藤野 善樹 平塚ワシントン

加藤 祐一 小林 拓也 磯子クラブ・三菱電機鎌倉 田中 淳平 いすゞ自動車

笹島 基弘 小野 正善 ＹＡＮＧ ＹＡＮＧ 内山 洋輔 シャンティックＢＣ

田宮 聡史 本澤 豊 ＹＡＮＧ ＹＡＮＧ・ワイズ 小泉 佑介 シャンティックＢＣ

反田 隼人 阿部 雅大 鎌倉市役所・隼人達 前田 哲平 藤沢市役所

金子 豪 内田 真太 イースト 作佐部 研 ＣＬＵＢ Ｋ２

ダラス ケニー 生井 佑介 イースト 日野 健太郎 東芝

和泉 智之 鈴木 章義 三菱電機鎌倉 平井 佳治 どくしんズ！

三橋 司 小宮 慎吾 ＹＡＮＧ ＹＡＮＧ・川夜会トリックスターズ 濱路 圭 横浜市役所

舟木 康司 三宅 悠介 ウエンブレー・富岡クラブ 山本 拓馬 富士ゼロックス

中家 友彦 林 純司 ハローダックスポーツ 伊藤 穣 ＹＡＮＧ ＹＡＮＧ

小嶋 鷹宗 松尾 純次 シャトラーズ・湘南Ｂ．Ｃ．Ｓ 小沢 梓 イースト

深谷 桂司 寺西 頼太 ウエンブレー 高橋 仁志 ＥＣＨＩＧＯ屋Ｂ．Ｃ．

佐々木 諒 吉田 峻洋 フリューゲル・川夜会 山下 広祐 フリー

高佐 幸宏 堀井 翼 ワイズ・湘南Ｂ．Ｃ．Ｓ 金床 祐輔 横浜市役所

折笠 政明 岡田 裕貴 ＮＩＳＳＡＮ 榎木 隼人 湘南フライングシャトラーズ

陶山 高志 小澤 梓 ラッキー 佐々木 健吾 パーシモン

樋口 祐樹 アンリツ親交会バドミントン班

中村 浩平 ルディ

参加者 参加者 所属 野田 大祐 富岡クラブ

渡辺　涼子 前田　彩花 ＫＳＢＣ 武石 洋平 ＫＳＢＣ

高橋 百恵 岩切 美那 ＹＡＮＧ ＹＡＮＧ 柴田 大毅(繰上) ＫＳＢＣ

濱道 明日香 川原 あず沙 ＫＳＢＣ・はねの会 小林 孝成(辞退) ＷＯＷ

白樫 春菜 中家 好美 フリューゲル・フリー

橋本 亜沙美 山田 早紀 ＹＡＮＧ ＹＡＮＧ・川夜会トリックスターズ

上野 渚 阿部 未加子 ぎんなん会・湘南ＢＣＳ 加藤 祐美 イースト

佐々木 麻美 平沢 早苗 ウエンブレー・フリー 中谷 友美 Ｓｅａｇｕｌｌｓ

XD 池亀 志帆 ＯＨ！ＮＥＷ

参加者 参加者 所属 櫨川 絵美 逗子クラブ

清水　一行 前田　彩花 フリューゲル・ＫＳＢＣ

加藤 一音 堀内 亜紀子 はねの会・シャトラーズ

金子 豪 島村 友紀子 イースト

林 純司 武藤 亜侑美 ハローダックスポーツ・ラッキー

高佐 幸宏 牛王 博美 ワイズ・湘南Ｂ．Ｃ．Ｓ

小松 翔 鈴木 宏枝 ＹＡＮＧ ＹＡＮＧ・ワイズ

池上 雄士 池田 絢香 ＹＡＮＧ ＹＡＮＧ・ワイズ

小澤 梓 中側 真希 ラッキー・ＷＢＣ

初田 翔平 山田 早紀 川夜会トリックスターズ

熊倉 佑 中側 由佳 ラッキー・ＷＢＣ

千北 真広 逆藤 純 ピエロ

畑中 健佑 大石 美生 ＯＨ！ＮＥＷ

岡田 塁 吉田 佳代子 磯子クラブ・富岡クラブ

小野 正善 山内 歩 ＹＡＮＧ ＹＡＮＧ・ＺＥＲＯ

小宮 慎吾 小宮 七美 川夜会トリックスターズ

生井 佑介 高橋 春菜 イースト

WD

ＭＳ

ＷＳ

全日本社会人選手権大会参加有資格者

（別枠推薦および予選会で資格を得た種目であり、各選手２種目の参加が可能です）　


