
大野 露 (30MD) 小鍛治 建介 (30MD･30MS) 瀧澤 駿 (30MD･30MS) 畑中 健佑 (30MD･30MS)

福村 仁 (30MD･30MS) 前岡 佑輔 (30MD･30MS) 上之郷 将志 (30MS) 杉本 諒 (30MS)
藍原 憲弘 (35MD) 今井 基之 (35MD) 上野 悟史 (35MD) 小野 正善 (35MD)
熊倉 佑 (35MD) 作佐部 研 (35MD) 笹島 基弘 (35MD) 味噌山 剛 (35MD)
小金 真也 (35MD･35MS) 中村 峻 (35MD･35MS) 村越 知広 (35MD･35MS) 渡部 匠 (35MD･35MS)

青木 洋 (40MD) 阿部 雅人 (40MD) 市川 直樹 (40MD) 菊地 慎一郎 (40MD)
栗城 和也 (40MD) 酒井 泰吾 (40MD) 佐々木 篤史 (40MD) 鈴木 利之 (40MD)
蒔田 圭一 (40MD) 森江 孝一 (40MD) 森久保 寛 (40MD) 木下 賢一 (40MD･40MS)

小林 亮介 (40MD･40MS) 原 賢男 (40MD･40MS) 米倉 和彦 (40MD･40MS) 入江 禎之 (45MD)
榎本 堅一 (45MD) 大久保 勝正 (45MD) 小林 良二 (45MD) 澤田 英行 (45MD)
土屋 浩一 (45MS) 百田 峰也 (45MS) 笠井 統 (50MD) 加藤 順一 (50MD)
川野辺 健志 (50MD) 林 隆史 (50MD) 平本 靖司 (50MD) 百上 幸一郎 (50MD)
濱路 圭 (50MD･50MS) 小宮 直人 (55MD) 佐々木 春生 (55MD) 田中 裕之 (55MD)
清水 英二 (60MD) 早田 信治 (60MD) 清水 昭二 (60MD･60MS) 渡邉 謙一郎 (60MD･60MS)

木元 勇夫 (60MS) 境野 伸也 (65MD) 小沢 道豊 (65MD･65MS) 笠原 和茂 (70MD)
桜井 道則 (70MD) 仲山 清久 (70MD) 森井 泰博 (70MD) 間宮 吉樹 (70MD･70MS)

木村 都優司 (70MS) 植田 耕司 (80MS)
小野 歩 (30WD) 川原 あず沙 (30WD) 杉本 綾 (30WD) 伊藤 いづみ (40WD)
大久保 泉 (40WD) 香西 幸香 (40WD) 中村 涼子 (40WD) 深井 久乃 (40WD)
深澤 麻由美 (40WD･40WS) 関本 祥子 (40WS) 赤澤 友紀 (45WD) 井島 美穂 (45WD)
和泉 麻里子 (45WD) 鵜川 由衣 (45WD) 葛城 晶子 (45WD) 佐藤 美和子 (45WD)
白川 恵美子 (45WD) 田内 由起子 (45WD) 戸辺 彩子 (45WD) 山田 典子 (45WD)
吉田 ひとみ (45WD) 鈴木 綾子 (45WD･45WS) 中附 友美 (45WD･45WS) 西羅 直子 (45WD･45WS)

山下 真由美 (45WD･45WS) 小川 久未子 (45WS) 髙好 恵 (45WS) 石塚 ルミ子 (50WD)
小沼 尚子 (50WD) 川口 由美子 (50WD) 高科 庸子 (50WD) 武田 佳子 (50WD)
前田 千恵子 (50WD) 石井 由美子 (50WD･55WS) 鈴木 麻代 (50WS) 中村 玲子 (50WS)
三枝 直子 (55WD) 菅谷 美香 (55WD) 夏目 恵子 (55WD) 野田 由紀子 (55WD)
内田 直美 (55WD･55WS) 山田 純子 (55WD･55WS) 八幡 正美 (55WS) 幾田 ひとみ (60WD)
井上 由美子 (60WD) 今枝 令子 (60WD) 岸川 ふみ枝 (60WD) 久瀬 郁恵 (60WD)
高橋 玲子 (60WD) 前沢 恵美 (60WD) 山下 祥子 (60WD) 小林 麗 (60WS)
塩路 雅子 (65WD) 日高 多恵子 (65WD) 中町 扶美代 (70WD)

令和3年度関東シニアﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄン選手権大会神奈川県参加者名簿

神奈川

121名

 千葉県協会からの「神奈川県参加者確認名簿」を掲載します。
 「氏名・種目等」を確認し、修正等ありましたら、1月5日までに、神奈川県バドミントン
協会大会申込関連担当 木下(070-3355-2009)へご連絡ください。
 なお、千葉県協会ホームページ特設サイトには1月6日まで全参加者名簿が掲載されており
ます。


