
地域 都市名

田中　俊充 田中　裕也 幡宮　奈津美 徳丸　博之 岡部　恵理子 田中　俊充

秋本　恭幸 山岸　徹郎 山下　ちなみ ※  川端　克利 大坂　真澄 広瀬　智充

松下　祐介

松本　純典 山口　智章 佐々木　裕子 松本　純典 小田　るり子 杉山　展一

田中　絵梨 曽根　啓介 田中　絵梨 山本　智一 大川　一恵 佐藤　振一郎

河原　史敏 片山　絵理

佐々木　基行 谷地　隼人 小原　結実 小谷地　雅人 小田島　洋子 八橋　徹英

八橋　徹英 柳田　直人 小原　由愛 門田　英男 酒井　裕子 佐々木　基行

千田　慎也 菊池　碧

遠藤　勝也 小堺　遠馬 ※ 中柴　望貴 ※ 遠藤　勝也 上遠野　和恵 宮嶋　昭宏

宮嶋　昭宏 渡邉　久司 ※ 松本　みなみ 田山　洋一 井上　みゆき 渡部　恒

坂本　祥一 ※ 割谷　ちひろ

井上　泰正 今泉　壮規 橘　梨子 田村　英夫 大塚　由弥子 井上　啓之

今泉　壮規 橘　清孝 矢内　瑞紀 ※ 近藤　恭 熊田　利恵子 羽鳥　理

渡邉　健司

海野　容  海野　容 広瀬　るりえ 蓮沼　孝 喜瀬　恵子 大貫　敏彦

広瀬　るりえ 斉藤　和裕  前澤　かおる  田中　宏 橋本　淳子 広瀬　実

阿久津　定之 佐藤　政大 阿部　美貴 ※ 阿久津　定之 白石　順子 久郷　長男

白石　順子 杉山　彰 上吉原　あい 長島　貴幸 斎藤　裕美子 田村　貞明

 大橋　可宏  ※ 玉野　奏海 ※

清水　寿彦  石内　良幸 中嶋　紗有里  谷本　英雄 妹尾　尚美 矢澤　康弘

妹尾　尚美 脇　惇弥 女部田　旺 中村　博敏 栗山　道代 清水　寿彦

長谷部　健二 木村　貴大 河田　景子 長谷部　健二 鎌田　桂子 播本　裕司

河田　景子 田口　正一郎 多田　奈央 関根　浩王 尾形　愛美 川瀬　俊夫

和田　夏美 嶋津　和恵

原口　浩二 豊田　聖矢 金子　真理子 錦戸　洋昭 松永　明子 中山　晴彦

 大内　まゆみ 林　大智 中山　美樹 金子　純也 斉藤　綾子 玉城　盛友

 大内　まゆみ

岡崎　崇徳 酒井　祐樹 守屋　友里加 中嶋　俊一 柚山　由香 大浦　康隆

日下　啓二 喜多　文明 水沼　茉子 須長　直彦 加藤　眞優美 清板 　伸一郎 

岡崎　崇徳 日下　啓二

佐藤　純 広瀬　暁己  穂積　絵莉 前田　太郎 田川　喜子 佐藤　純

岡本　拓 綿貫　友哉 前原　まりあ 原　俊清 原　葉子 鈴木　孝

岡本　拓 土田　麻美 ※

紅谷　良弘 岡　　睦 古屋　美智留 紅谷　良弘 湯口　かよ子 宮川　正夫

岩田　英子  船津　大輔 能登　美穂 柴田　東八 青山　恵子 有本　英樹

磯辺　和正 鵜飼　元一 足立　愉有子 ※ 國井　俊宏 細川　まり子 崎原　泰弘

神谷　富隆  古田　海人  ※ 鵜飼　美希 山内　志文 長尾　明世 八竹　孝幸

神谷　富隆 磯辺　和正

浜崎　雅士 浜崎　雅士 髙田　千奈美 ※ 大久保　健 原田　泰子 山内　通秀

古橋　弘章 ※ 山口　恵実 ※ 諏訪辺　訓昭 森田　真季 梅田　享司

髙田　航輝 ※

本田　均 小磯　孝太郎 植木　千尋 ※ 野本　康夫 笹川　澄枝 森　春夫

横山　悟 豊野　拓也 ※ 粉川　聖月 ※ 水澤　和正 品田　啓子 本田　均
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平成25年7月25日出場者一覧1（※はふるさと選手）

監督
マネージャー

一般男子 一般女子
ベテラン１部

男子
ベテラン１部

女子
ベテラン２部

男子

入江 真子 7/11

鈴木 眞魚 7/12

神谷 慎 ※7/16

齊藤 信一 7/18

本田 寛和 7/20

萩原 由法 7/25

本村 千尋 7/25 伊藤 健二 7/25

楳原 祐希 7/25

相場 学 7/25

小山 結子 7/25小山 結子 7/25



地域 都市名

神田　匡晴 森口　新悟 佐伯　志織 高井　誠俊 山木　葉子 伏喜　裕久

八ツ橋　幸代 前田　修吾 高橋　好江 大石　吉規 八ツ橋　幸代 神田　匡晴

八ツ橋　朋大

中川　喜一 川崎　翔平 ※  江尻　美奈 中野　仁之 菅安　美枝子 畠山　新一郎

細川　和希 ※ 林　和香那 吉田　浩人 佐々木　弘美 中川　喜一

秋山　竜一 林　桃香

柳田　孝二 伊東　勇登  上地　敦子 高橋　雅夫 神沢　正世 井須　浩嘉

高橋　雅夫 藤本　亘乃 梅野　奈奈 細尾　光宏 鍋島　恵美子 柳田　孝二

大坪　勇人 向井　萌絵

奥田　豊 浦上　武大 伊藤　和沙 松田　典明 土屋　章子 植村　二郎

西村　友貴 森　友香 今出　広一 片桐　真早美 中村　隆

増尾　怜央楠 奥田　豊

坂元　俊一 沼野　孝彰 大塚　弥生 平井　豊 角　元子 中嶋　勤成

酒井　雅弘 吉川　叶 山本　翔子 ※ 岩城　吉夫 太田　謙子 木下　嘉夫

酒井　雅弘

進藤　卓巳 柏　祐輔 溝邊　奈瑠瀬 本持　善弘 丸井　由美子 進藤　卓巳

丸井　康生  小路　豊史  ※ 増岡　れおな 三代　康成 田中　由子 丸井　康生

高橋　由啓 小林　太郎 ※ 上田　有香 細谷　隆浩 江藤　末子 原田　好美

江藤　末子 中川　優介 日浦　朝香 浅場　　敦 山根　月美 中川　恒雄

福島　敏夫 寺本　嵩史 吉原　優子 林　洋明 寺尾　直美 藤田　康忠

伊藤　忠則 松村　駿  篠原　絵美  ※ 生野　賢三  中野　智子 伊藤　忠則

森下　誠 岡崎　康太 岡崎　瑠美 才谷　明宏 寺尾　理香 森下　誠

東原　忍 村上　圭太 吉田　美誉子 片山　和彦 鶴井　智代 東原　忍

久米　秀平 山下　華蓮

関口　浩資 菅生　雅斗 中野　春子 関口　浩資 露元　一子 後藤田　邦裕

上田　泰史 菅生　陵馬 川淵　亜由美 上田　泰史 坂東　久美子 佐藤　知弘

富永　萌衣

藤元　正道  熊倉　周作  ※  円本　彩也香  ※ 児玉　大祐 佐藤　文子 藤元　正道

中川　淳 佐伯　直政 ※ 安田　幸穂 ※ 小野　一敏 塔鼻　まり子 内田　英二

永易　修一  井上　貴博  ※ 荒木　史織 ※ 梅野　稔也 杉田　直子 永易　修一

清水　一宏 永田　和大 ※ 斉藤　志緒美 河野　幸一 黒坂　高子 黒坂　春尚

伊東　直哉 ※

坂口　英一郎 田中　皓大 鶴薗　望 坂口　英一郎 宮原　祥子 冨松　茂一

冨松　茂一 西田　浩輝  松元　彩良 野村　俊二 池上　直子 徳重　省二

榎本　正一  ロンギ　正幸 小関　みちか 佐藤　幸裕 山川　恵 廣岡　孝通

長島　泰治 竹島　駿朗 ※ 山崎　千鶴 ※ 辻　孝彦 雨川　あふみ 中村　吉人

松永　雅俊 古森　慎吾 ※ 酒井　優理子 吉田　伸一 森内　寿美子 振角　俊一

浮辺　千秋 山口　大輝 ※ 加藤　茉弥 橋本　大冶 權藤　和巳 井手尾　勝則

松永　雅俊 浮辺　千秋

板垣　建治 長田　圭司 岡﨑　惠美 下山　琢也 大谷　昌子 矢野　義登

園村　良子 岡本　和也 西本　早希 三宅　信一郎 中西　かおり 西浦　雅美
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平成25年7月25日出場者一覧2（※はふるさと選手）

北山 由佳 6/21

6/21

菊池 玄吾※ 6/24

柳澤 祥瑚 ※ 7/9

横山 良輔 ※ 7/10

7/12

部谷 深雪 7/20

7/21

米澤 潤二 7/20

向井 涼介 ※ 7/23 鐘江 真央 ※ 7/23

修正 斗→人 7/24

渡辺 安美 7/25

谷口 恵 7/25


