
（※印はふるさと選手）

都市名
監督

マネジャー
ベテラン１部

男子
ベテラン１部

女子
ベテラン２部

男子

小林　秀樹 山岸　徹郎 吉秋　知美 工藤　秀則 岡部　恵理子 堀口　敬

札幌市 奥村　伊万秀 秋本　恭幸 清水　唯 蝦名　秀彦 山口　ひとみ 田中　俊充

7/15追加 小林　秀樹

斎藤　孟 代永　敏仁 高島　徳容 今城　友康 青山　美幸 添田　実

旭川市 福岡　由佳子 森田　智也 福岡　由佳子 山田　哲也 中村　悦子 松本　光男

菊谷　裕悦 尾野　浩市 朴　芝仙 木村　智彦 青松　清子 熊谷　利秋

青森市 木村　智彦 黒沢　天文 李　允炯 千葉　健夫 前田　美佳 塚本　謙二

6/24追加 菊谷　裕悦

坂本　政祀 浅井　優介 泉　文恵 吉田　正敏 兵藤　順子 斎藤　喜子雄

名取市 鈴木　光祥 戸井口　一矢 斎藤　あみ 鈴木　光祥 小山　泰子 遠藤　信

6/28追加 有賀　俊博 坂本　政祀

井上　泰正 今泉　壮規 大竹　千紘 ※ 矢吹　寿晴 大塚　由弥子 会田　秀一

郡山市 今泉　壮規 車田　暁 ※ 菅野　紗友季 ※ 遠藤　勝也 田母神　みほ子 村田　康二

7/15変更 井上　泰正

榎本　正一 八木　宏和 大竹　志歩 ※ 廣岡　孝通 山川　恵 露崎　博司

豊島区 森本　健一 奥　大賢 ※ 桑田　寛子 ※ 佐藤　幸裕 雨川　あふみ 加藤　一郎

阿久津　定之 佐藤　政大 上吉原　あい 田沼　正芳 益子　きく子 久郷　長男

宇都宮市 白石　順子 鈴木　佳太 松重　尚子 阿久津　定之 白石　順子 橋本　篤治
7/15追加・変更 鈴木　眞魚 ※ 渡辺　　裕美子

片桐　憲作 片桐　憲作 関　真由美 新城　実 松井　三子 黒田　学

川口市 松井　三子 和田　恵知 権頭　由梨 佐久間　高透 若生　浩子 奥村　悟司

7/11変更 安田　智昭 鎌田　早紀

水田　浩 斉藤　辰典 江戸　はる奈 鈴木　光弘 須藤　薫 水田　浩

千葉市 須藤　薫 中嶋　理樹 鳰川　歩 中澤　晃一 石黒　友希 前田　克己

澤村　知秀 清水　綾

山田　悠一 岡崎　崇徳 梅田　さやか 荷川取　浩 柚山　由香 大浦　康隆

横浜市 日下　啓二 酒井　祐樹 守屋　友里加 吉川　剛志 髙橋　利子 清板　伸一郎

7/13変更

紅谷　良弘 岡　睦 杉村　恵里 井手　英治 冨岡　波江 有本　英樹

豊田市 西岡　正子 船津　大輔 伊藤　千晶 前田　卓志 永坂　千春 宮川　正夫

西岡　正子 紅谷　良弘

小杉　貞夫 浜崎　雅士 深田　いず美 高柳　雅人 古橋　千賀子 小杉　貞夫

浜松市 深田　いず美 杉本　暁 松山　愛 ※ 鈴木　伸彦 原田　泰子 梅田　亨司

古橋　弘章 ※ 中村　彩乃 ※

伊藤　公一 朝比奈　早瀬 小澤　佳那子 伊藤　公一 藤本　三佐代 池田　覚

名張市 古川　正規 義基　環 草川　理 梅原　頼子 上野　泰

山本　雄太 朝比奈　久美

松枝　文男 上念　庸作 長谷川　明美 保田　信一 八ツ橋　幸代 伏喜　裕久

富山市 八ツ橋　幸代 滝川　恵介 堀田　朋愛 松倉　雅俊 水上　和代 松枝　文男

森口　新悟 ※ 佐伯　志織 ※

川崎　雅司 坂川　昌史 堂田　めぐみ ※ 川崎　雅司 増永　由香里 木本　茂

福井市 坂川　昌史 堂田　哲平 井上　愛 ※ 三仙　陽一 垣内　清美 瀧本　修治

辻本　友舞

木藤　尚久 浜　尭ニ 上原　千佳 小松　信一 窪田　奈留美 柳沢　千秋

松本市 窪田　奈留美 小松　優介 上村　和美 村山　和男 吉塚　晶子 原田　大助
7/15変更 木藤　尚久 渡辺　彩
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都市名
監督

マネジャー
ベテラン１部

男子
ベテラン１部

女子
ベテラン２部

男子

辻本　豊 山根　紀生 森戸　朋子 小野　亮二 三嶋　裕美 辻本　豊

大阪市 水本　圭治 水本　圭治 高橋　千佳 行田　尚弘 忠田　淑子 橋詰　弘之

月村　隼人 ※ 長谷川　晃子 ※

湯浅　健史 湯浅　健史 吉川　小百合 大澤　正幸 角　元子 西谷　豊

神戸市 森谷　良平 森谷　良平 國瀬　舞 古田　康 太田　謙子 屋代　春幸

7/15変更 澁谷　祐樹 椎木　青子

高橋　道男 諫山　拓実 山口　夏希 丸井　由美子 高橋　道男

大津市 菅　芳夫 米澤　潤二 田中　麻美 丸井　康生 植田　和子 菅　芳夫

7/15削除 進藤　卓巳

杉江　多鶴子 青田　武仁 ※ 藤本　万莉子 栗原　照仁 永井　恭代 新見　利幸

奈良市 中岡　竜介 福島　実穂 豊川　吉史 足立　登子 竹下　秀男

7/08･15変更

板垣　建治 大西　寛人 板垣　めぐみ 辻垣内　享夫 大谷　昌子 板垣　建治

和歌山市 園村　良子 長田　圭司 中井　佳代子 西端　泰宏 佐本　美佐子 矢野　義登
7/15変更・漢字誤

土居　和行 石堂　廣士 西本　恵 野瀬　稔 多田　皆子 塩山　泰

岡山市 小前　昭人 片岡　保夫 寺島　奏 高瀬　雄二 柳原　暢子 貞政　和男

7/15誤字

高橋　由啓 岩坂　美希 西田　雄二 中川　まみ 田中　千春

広島市 中川　まみ 平岡　晃信 宮本　真美 ※ 佐々木　俊雄 国広　順子 山下　政信

7/07変更15削除 平井　隆大

加藤　良治 永原　栄吾 中川　郷里 加藤　良治 尾添　理代 須田　和則

松江市 尾崎　翔太 平林　祐子 山崎　幸治 糸原　弘美 長島　清文

越智　忠勝 中岡　紳治 武田　夕紀 越智　忠勝 東　五十鈴 桜田　耕一

松山市 武田　夕紀 弓立　裕生 西田　理恵 永岡　宏 竹島　哲子 甲野　順一

7/06変更

森本　篤 森岡　勇太 ※ 品原　里左 森本　篤 山口　早百合 石元　光典

高知市 沖田　栄子 中島　伸吾 下村　綾菜 ※ 森下　新一 栄田　美智子 沼本　敏

橋本　大治 大出　康仁 斉藤　志緒美 橋本　大治 角田　よう子 本村　保彦

長崎市 柏木　愛子 中村　将之 ※ 田崎　千茶 井坂　恒二郎 柏木　愛子 池田　広

7/15削除 大島　沙紀

渡瀬　明男 徳重　孝典 ※ 鶴薗　望 赤崎　昭一 宮原　祥子 徳重　省二

鹿児島市 吉田　訓嵩 佐々木　綾 ※ 坂口　英一郎 神園　真美子 藤崎　英俊

7/15変更 谷口　恵 渡瀬　明男

杉本　博 源河　朝哉 松野　いずみ 杉本　博 入谷　砂知子 花城　和秀

那覇市 古謝　良裕 新垣　智愛里 赤嶺　不二雄 仲間　美津江 宮城　松吉

堤　勝弘 佐野　光 伊藤　和沙 駒田　晋吾 土屋　章子 堤　勝弘

中垣　和子 野口　政勝 森　友香 大家　正己 堀江　弘美 松本　千秋

山本　哲也 松村　駿 ※ 長　布紗子 ※ 伊藤　忠則 竹嶋　久美 福井　雄治
周南市 大西　竜彦 吉原　優子 ※ 藤田　康忠 藤井　香織 安部　計一
6/28変更

磯辺　和正 鵜飼　元一 田島　杏奈 方山　昭浩 幅　明美 水野　庄作
岐阜市 神山　翔多 ※ 足立　愉有子 ※ 崎原　泰弘 伊藤　佳子 草薙　脩
7/15削除 磯辺　和正
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