
Ｎｏ． 団 体 名 人数

1 チームＵＫ 6 広瀬 貴之 小野寺 好宏 加藤 誠 加藤 慶太郎 林 慎吾 中井 輝久
2 さつき台 6 北郷 慶秋 加藤 大希 吉野 一輝 前島 圭貴 香川 恒輝 加藤 拓也
3 町田ジャパン 6 谷合 正行 飯田 智章 平澤 雄太 久世 健人 鈴木 誉和 柏原 光彰

Ｎｏ． 団 体 名 人数

1 たまひよ黒猫羽遊隊 6 塩崎 柊輝 森 英一 乳井 健 斉藤 正晃 水藤 僚亮 柿崎 武
2 上小バドミントン 6 加藤 洋一 髙谷 憲之 山本 涼太郎 大谷 慎之介 新井 明雄 新井 智己
3 丸山台ＢＣ 6 金丸 勝彦 大久保 勉 池田 奈生 金田 一晃 金田 晃英 村上 直哉

Ｎｏ． 団 体 名 人数

1 たまひよエキスプレス 6 山岸 多聞 森村 条司 中村 太郎 川口 佑生 佐久間 大空 氣仙 周平
木梨 昌夫 杉野 尚 新貝 広志 青柳 弘通 川口 智 富山 肇
石川 耕一
唐澤 日以良 栃木 貴誉人 伊賀 翼 女屋 敦 菊間 博道 薄井 隆
鈴木 良行

Ｎｏ． 団 体 名 人数

1 ＰＩＮＯ 6 西羅 直子 奥住 祐子 橋本 めぐみ 笠井 章子 伊藤 章子 茅根 輝美
2 がんばるチュウ 6 加藤 美紀 鈴木 洋子 久保田 あかね 春木 みのり 井島 美穂 野口 恭子
3 きりん組 6 杉田 暁子 清見 久美 中村 妃佐子 村山 有希 坂上 裕美子 浅井 直美
4 はねはね 6 近藤 眞里子 中井 久美子 成宗 直江 古川 尚美 山陰 晶子 野口 恵子
5 わんこ 6 小林 リナ 勝又 恵 前田 千恵子 貞光 真希 齋藤 京子 大森 綾子
6 サンライズ 6 小原 清子 神原 千陽 志田 陽子 地村 陽子 谷口 奈央 鎮西 直子
7 スプラス 6 木野村 陽子 佐々木 千香 堀次 佳子 升井 弘子 大井 真紀 牧野 美加代
8 チョコレート 6 石田 和恵 鈴木 栄美子 新山 恵美 深谷 宏子 由芽 美紀子 平野 規子
9 チームピーチ 6 長 澄子 吉田 優子 工藤 智穂子 山本 恭子 菅野 慶子 中谷 真澄
10 スマイルペンギンズ 6 田内 由起子 佐藤 美和子 中井 亜紀恵 神長 奈央 平岩 香純 向井 夏希
11 ＳＵＮ ＳＭＩＬＥ 6 吉田 ひとみ 山田 典子 土部 美和 高野 里美 深谷 佐和枝 斉藤 愛
12 さつき台 6 加藤 萌 伊藤 千晶 岩田 真奈 武田 唯 宮関 紗理 村川 聡美
13 東芝小向 6 関口 香菜 西脇 若菜 小池 香 高橋 永子 中島 敬子 小野 桜子
14 どようクラブ 6 田渕 麻貴 徳永 春美 長谷川 里枝 小林 亜希 岩丸 真由美 増田 里奈
15 ＡＹＦＳ 6 望月 操 落合 彩香 鈴木 裕子 川西 秀美 山崎 智子 飯村 典子

Ｎｏ． 団 体 名 人数

1 ＡＱＵＡ 6 井上 祐子 安部 京子 青木 亜希子 宮川 ゆかり 宇波 香 竹永 眞紀
2 Ｔｅａｍ Ａｌｉｃｅ 6 中村 恵子 辻 賀津子 芳川 順子 西村 美保 古矢 未来 菊池 礼子
3 さくらんぼ 6 河原 永子 笹森 美智代 鈴木 眞美 関口 友紀子 田村 尚美 平沢津 ゆかり
4 はまなん太郎 6 山田 恵子 藤本 菜摘子 近藤 雅子 野村 玉子 井町 久美子 関根 恵
5 ひろば 6 桜田 恵美 森内 さつき 仁田脇 洋子 須藤 紀子 堀本 愛 湯尾 加奈子
6 れもん 6 石原 美穂 河野 真理 塩野 由紀子 醍醐 京美 中村 ゆり 藤森 広子
7 ファイン 6 植田 利恵 垣内 敦子 島崎 裕子 田中 麻子 丸岡 千春 吉田 幸世
8 マカロン 6 中山 淳子 杉山 ゆかり 小川 律子 能城 智恵美 堀部 美由紀 鈴木 明子
9 ミルクティー 6 橋本 美枝子 牧野 真紀子 逸見 ゆみ 齋藤 友希 山本 理恵子 岩谷 昭子
10 三ツ沢 6 長澤 千香子 阿部 由美子 高橋 紀代子 肥後 陽子 井上 幸江 飯島 洋子

松尾 育代 中西 枝美 吉崎 真理子 猪狩 初江 井上 聖美 夏山 有紀
寺中 京子

12 ２６４（にーろくよん） 6 杉岡 昌子 中村 美穂 塩見 紀子 宇多川 菜那 宇多川 潤子 宮成 真弓
13 Ｂ．Ｐ 6 青木 順子 小沢 直美 高橋 朋美 高畠 陽子 望月 優子 山髙 利子
14 ｂｕｄｄｙ 6 山形 幸恵 木村 美穂 佐藤 真奈美 吉田 美栄 中嶌 千咲子 高森 智美
15 耀Ａ 6 内島 広美 安部 加奈 原 佐江子 和田 香織 齋藤 靖子 土田 美恵子
16 耀Ｂ 6 鈴木 千鶴 小野原 靖乃 堀脇 博美 佐藤 暁美 坂本 千洋 河野 綾子
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Ｎｏ． 団 体 名 人数

高木 すみ代 府川 詩恵 助川 志帆 杉山 美穂 佐々木 幸 佐々木 肖子
山本 佳世

2 さかえスポーツくらぶ 6 三宅 敬子 深川 美幸 権正 かほる 廣瀬 百合江 塚本 晶子 伊藤 淳子
3 ぱっちわ～く 6 山下 芽生 中村 容子 石井 恵 牛尾 沙織 寺本 有季 望月 孝子
4 ババロッ苦 6 大浦 典子 徳田 真知子 茂木 明美 鈴木 敦子 岡倉 留美子 安藤 弘子
5 マイリバ星組 6 黒永 寛子 廣瀬 みのり 松本 綾子 森 弘子 宮崎 卓美 熊谷 真由美
6 マイリバ雪組 6 多田 京 佐藤 紀代子 保川 裕美 石部 由紀子 倉田 祥子 石川 真裕子
7 ブリリア 6 塚田 佳代 吉間 美恵子 春日 燕 辻 千穂 松岡 真由美 任 京春

志田 菜摘 入江 萌未 大村 紗希 柴田 優菜 佐久間 愛里 古江 麻衣
芳村 春香

9 ファミリー 6 梅原 美幸 高橋 千晶 平井 すみれ 森 康江 森田 奈津江 山田 利枝子

Ｎｏ． 団 体 名 人数

1 しん家 6 宮川 信哉 森本 早苗 今吉 信勝 藺藤 孝一 和久井 明子 井上 絵理奈
吉田 美紀 別所 沙紀 吉田 愛海 鈴木 賢 平尾 圭祐 岡 優斗
折原 唯人
小宮 直人 斉藤 日出子 山本 均 田村 恭子 小島 正弘 小島 典子
田中 裕之

4 ハリクロ 6 成田 翔 青柳 大輔 西田 亮介 成田 礼奈 畠山 紗也 播川 加奈子
5 ｎａｍｅｃｏ－Ｇ 6 中島 貴博 中島 優紀 中島 和希 中島 千尋 中山 聡 中山 利枝
6 ｎａｍｅｃｏ－Ｓ 6 瀬戸 祐介 田沼 春 青沼 舜 長谷川 結香 神谷 伸太郎 平野 潤子
7 ゼロ次会クラブ 6 石田 好久 中瀬 マルクス 古田 望 葛城 晶子 竹谷 紀子 上野 真由美
8 チームセナ７ 6 境野 伸也 小沢 豊道 辻 英雄 小野 美智子 上村 桂子 武智 孝子
9 水曜クラブ１ 6 石岡 久志 石部 直人 川﨑 拓海 村上 佑美 豊田 寛子 太田 美咲貴
10 チームさくら 6 鎌倉 保之 鎌倉 佳江 小谷 清史 小谷 ゆみの 杉崎 健太郎 杉崎 由希子

直川 純哉 高橋 卓也 長嶺 岳斗 小林 壮悦 宮脇 廉 古屋 亜美
奥山 ほのか 吉川 遥佳

12 バグース 6 田島 清隆 加藤 仁 片桐 裕司 加藤 ひとみ 脇本 浩美 天野 恵理子

Ｎｏ． 団 体 名 人数

1 ＹＫＭ 6 佐藤 雅彦 渡辺 浩司 見目 幸一 小嶋 裕子 児玉 ゆり 小久保 弓子
篠原 広毅 河住 直 古川 忠雄 仲澤 元就 仲澤 奈月 前田 奈菜香
中田 彩恵 古川 可奈子
吉田 純也 高柳 和明 市原 好久 阿部 豊 鈴木 奈美 福野 麻樹
渡辺 ミチコ

4 たまひよベアーズ 6 大内 康太 横山 毅 高田 英彦 川口 美幸 菅野 宏美 右山 歩緒
5 たまひよケンケンズ 6 松本 剣之介 奥村 浩明 園田 祥之 網干 靖子 岡田 真弓 鈴木 愛実
6 ＹＳＳ 6 大塚 みき 廣川 純子 藤井 秀太 内田 昭博 永島 智恵 永島 健児
7 シャトル会 6 小倉 清 岩上 哲雄 金子 達也 河原 舞 上野 智栄子 三原 舞
8 水曜クラブ２ 6 松田 實 吉川 輝夫 竹内 久二 古川 玲子 阿部 桃子 竹内 喜美

佃 善弘 小笹 真治 山本 政明 宮田 均 池田 麻美 金田 公重
中園 晴美 原田 美智子
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