
大会参加者名簿
種目 No. 参加者 参加者 所属

1 北郷 慶秋 佐貫 唯 熊連
2 明戸 琴美 冨岡 祐二 Ｌｕｃｋｙ・オールドラック
3 熊倉 佑 川原 あず沙 熊連
4 上野 悟史 中村 翔子 湘南Ｂ．Ｃ．Ｓ
5 下瀬 雅史 加藤 京佳 なし
6 馬立 健 高野 静香 横浜市役所
7 恒川 翔太 松浦 可奈 ＷＩＳＥ・彗星クラブ
8 田島 向陽 若宮 亜里沙 ＯＫＢ
9 片山 諒太 仲井 麻未 なし
10 成田 翔 畠山 紗也 ＴＺ・ドロップス
11 平田 哲也 成田 礼奈 フリー・ドロップス
12 前田 智裕 脇山 真央 横浜市役所
13 鹿島 隆聖 高田 優衣 神奈川大学
14 藤村 咲希 古畑 良導 大野会
15 作佐部 研 中谷 友美 ＴＨＥ ＢＥＳＴ・Ｓｅａｇｕｌｌｓ
16 貝沼 光徳 作佐部 愛奈 フリー・ＴＨＥ ＢＥＳＴ
1 濱路 圭 小沼 尚子 横浜市役所・レインボー
2 江頭 吾郎 真木 千晴 富士ゼロックス・レインボー
3 大久保 勝正 田内 由起子 ＨＯＴ ＳＨＯＴ・カインド
4 瀬戸 健一 赤間 正子 三春台クラブ
1 竹内 武春 中嶌 直美 ＹＮＢ
2 石橋 太郎 高科 庸子 オールドラック・レインボー
3 勝部 弘樹 石田 和恵 泉ｆｃ・スペースシャトル
4 田中 広子 林 隆史 モアーズ・ＳＨａＫＥ
5 大森 順 田澤 康子 汐見台ＢＣ・すみれ
6 加藤 博 加藤 美由紀 緑ＢＣ・都筑ＢＣ
1 小島 正弘 小島 典子 教職員連盟・ユーバー
2 木村 英一 中島 敦子 ＡＲＢ・ＭＩＤＯＲＩ
3 栖原 博幸 菅谷 美香 横浜市役所・サンパルス
4 篠原 周作 梅澤 真美 オールドラック・エース
1 尾崎 真也 佐藤 千喜子 ソニー厚木・大岡ＢＣ
2 森 康之 佐藤 智恵子 ＷＯＷ・メークィン
3 持増 信昭 大矢 智美 つづきっず・つづきッズ
4 永瀬 康生 笠井 由美 都筑・緑ウイング
1 滝川 成信 葭谷 陽子 上の宮クラブ・ファイヤーセブン
2 塩澤 啓佐 小林 よし江 戸塚区・グロ－アツプ
3 森井 泰博 中町 扶美代 ＷＩＮＺ・大正
4 辻 英雄 武智 孝子 ＩＢＳ・森クラブ

1 杉浦 学 大塚 ユミ ＰＩＥＲＯ・ＩＢＳ
2 塩崎 柊輝 鈴木 愛実 ｓａｌｔ★
3 吉澤 千晶 篠原 健太 たまひよ
4 小森谷 一樹 小森谷 由希恵 ＧＡＩＡⅢ・まっしぐら
5 中尾 知由 大久保 泉 ＨＯＴ ＳＨＯＴ
6 田中 宏樹 渡邉 みのり 一般
7 富樫 紀彦 物江 明日香 みなとみらいクラブ
8 中山 雄一 卯里 彩香 ガンナーズ
9 高橋 翔馬 播川 加奈子 なし・ドロップス
10 大西 里沙 中村 太郎 フリー
11 釘屋 友紀 櫻井 良佑 フリー
12 菅田 隼斗 太田 真帆 韋駄天
13 栗本 崇志 栗本 冴 ぴーずこっく
14 樋口 春香 齊藤 正臣 ＢＯＮＢＯＮＨＥＵＲ・ＨＯＴ ＳＨＯＴ
15 牛尾 友哉 多田 菜南 韋駄天
16 中司 徹 甲斐 祐里江 フリー・はまなん
1 山﨑 茂 髙村 美雪 一般・ルビー
2 塩田 剛史 内田 治子 ＦＬＹＩＮＧ ＰＥＮＧＵＩＮＳ・ルビー
3 岩坂 勝昭 星野 和子 ぐっちゃん
4 今多 広記 山下 真由美 ぐっちゃん
5 井口 和美 溝口 徳恵 ぐっちゃん
6 杉崎 健太郎 杉崎 由希子 横浜市役所・や組
7 須賀 昭博 赤木 久美 がちゃクラ・Ｐｒｅｔｔｙ'ｓ
8 浦田 功 千葉 千恵美 Ｇｌｏｂａｌ Ｗｉｎｇ

1 斉藤 正晃 大村 紗希 ｓａｌｔ★
2 松岡 孝諭 大里 美保 Ｋ．Ｄ．Ｓ
3 乳井 健 橋爪 綾子 フリー
4 氣仙 周平 坂田 汐里 フリー
5 南口 元成 金田 海美 Ｒ・Ａ・Ｃバドミントンクラブ
6 佐藤 直樹 鈴木 晴香  
7 佐々木 拓人 仲森 春香 みなとみらいクラブ
8 井川 湧理 服部 真優 みなとみらいクラブ
9 新井 智己 清水 真理子 みなとみらいクラブ
10 山下 裕太 川久保 愛 フリー
11 児玉 慎一郎 阿部 希世乃 ＫＳＢＣ
12 瀧澤 明弘 山本 佳織 一般
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