
２０２１年度２部限定出場者名簿 （男子）

練馬区バドミントン協会

茜クラブ スリーＦ Ｂ．Ｆクラブ
　松本 圭介 　小松 俊雄 　好冨 春樹
　山本 公志 練馬アドバンス FPシャトルズ
　岡田 功 　浅野 玉吉 　中根 正博
　常川 昭 Seven_Ciel 　馬場 敬寛
　堀内 栄二 　秋葉 晃介 　広瀬 雄大
アローズ 　西谷 康伸 ヤマなみんＣ
　鳥井 明 練馬クリアーズ 　濱田 隆
　矢野 圭典 　小西 寛 　橋本 栄
　西山 光明 　矢野 尊久 　吉田 敬
　Andrew Pickard 　片岡 勉 一般
　小林 良典 Dash! 　松村 隆一
　河口 雄一郎 　山口 航 　本山 浩
　新澤 信浩 早宮クラブ 　中村 永
　Noli Fernan Perez 　高木 徹
GRAND_LINE 　福田 浩司
　大野 之康 　福田 剛浩
　奥野 崇 　高岡 尚
ウィングス 　吾妻 秀二
　加藤 修一 グリーン企画
　江川 圭司 　角田 享洋
　仲田 雅俊 　高辻 正人
　寺田 健太郎 　浅野 哲也
　中野 優也 　笹川 琢史
大泉フェニックス 　志田 好章
　山口 尚広 　廣瀬 悟侍
　山田 幸一 　増渕 祐基
　畑野 元基 　小林 成行
　小泉 啓 　河口 祐介
　小田野 正義 　末永 賢佑
　伊東 祥明 光が丘
　山田 一彦 　伊藤 健次郎
学園シャトル 　佐伯 政人
　加藤 正幸 　岸本 拓徒
　山口 英雄 南大泉
春日クラブ 　鎌本 信夫
　杉本 勝利 　岩波 道昭
上北小 　石井 毅
　渡邉 祥己 ラディッシュ
北西クラブ 　篠原 太郎
　依田 文宏 　清水 徹
実践学園 シャトルズ
　藤野 更示 　登那木 明雄
石台レッツ 　山崎 文洋
　本橋 利光 EXCEL
　鳥羽 薫 　山崎 真吾
　乾 博 しぇいくはんず
　林 喜夫 　佐藤 光明
　西山 昌彦 　松山 厚成
ポテマヨ 　田中 俊多
　峰 翔太郎 　松永 健
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アイリス エーデルワイス 練馬クラブ
　阿佐美 理加 　小林 みよ子 　大平 ヒサ
　山上 智美 　小池 みよ 　斎藤 チエ子
ラッキーミント 　吉井 外志枝 　牧野 幸子
　中込 美由紀 　中田 万里子 　末永 容子
　石川 英子 　高井 裕理子 　森 かおる
　田中 恵美子 　出村 房子 　薮田 かおる
　和泉 智恵子 ホワイトフェザーズ 　平岩 陽子
　家島 香織 　川島 さち江 　重岡 明美
秋羽クラブ 　鎌田 智子 　今来 サキ
　西本 幸子 大泉フェニックス 　青木 マサエ
　市川 早苗 　岩井 理千子 　大塚 ひろ子
　深澤 京子 学園シャトル 　野間 靖子
　高橋 洋子 　菊地 せい子 　二宮 順子
　松本 久恵 　藤野 真紀 　井上 美幸
　林 ひろみ 　高橋 由紀乃 　池永 かなえ
　小田桐 幸 　関口 由紀 　中川 信子
　古明地 八重子 　柴田 理恵 練馬クリアーズ
　旦 裕子 サンクス 　町田 真由美
　大島 恭子 　長船 園子 　石山 久美子
アローズ 　勝海 浩子 　別所 直美
　米山 初美 　谷口 慶子 羽球会
イーグル 　馬詰 悦子 　杉橋 征子
　瀧澤 香代 　引間 麻子 　相馬 モト子
　高木 好子 　高木 美希 　岡本 眞里子
　染田 俊江 　加藤 友香 　辻 康美
　小松 美穂 　中山 芳佳 　北 志保
スパークル スリーＦ 　深和 みどり
　清水 則子 　手嶋 鈴子 　仲俣 孝子
　工藤 真由美 　三島木 京子 　町田 直美
　稲村 幸子 スリーファイブ 　土橋 乃りこ
　佐藤 裕子 　本橋 京子 　犬馬塲 美香
　新里 恵美子 　北山 めぐみ グリーン企画
　金子 久子 　下條 弥寿子 　浅野 茂子
　田辺 睦代 関町小ＰＴＡ 　角 英里奈
　佐藤 由香 　任田 美夕 　青山 佐知子
　松浦 イーチン 　山本 淳代 ホワイトラークス
GRAND_LINE まゆみ 　藤本 真弓
　藤田 法子 　小出 弘美 　大内 恒子
　中井川 美代子 　中川 陽子 　浅井 妙子
ウィングス 　三輪 智子 　南 友香
　仲田 睦子 　田中 江梨子 みずほクラブ
　中村 靖世 　川瀬 尚美 　山田 純子
　有吉 美保子 　北野 真由美 　山田 成美
　葭原 葉子 Seven_Ciel 　森 留里子

　内堀 めぐみ
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南大泉 中村小ＰＴＡ
　高橋 美幸 　今村 直美
　林 久美子 　大川 恵美
　渡辺 真理子 　山田 康子
　内田 かおり 　森田 裕紀子
　松丸 恵美 Ｂ．Ｆクラブ
　長崎 智恵子 　武内 勝代
　國吉 知子 　大網 妙子
　内藤 和恵 　森 暁美
　名古屋 悦子 　神崎 秀子
　武藤 明美 　松村 昌子
　進藤 直美 　田辺 富美
ゆーばークラブ 　三甲野 良子
　小野寺 代利子 　曽根田 睦代
　広田 智子 　荒川 和子
ラディッシュ 　大澤 恵子
　斎藤 昌子 　松下 香寿
レインボー 　宮嵜 優子
　池田 洋子 　酒井 香
　井上 美子 　樋口 和子
光和小PTA 　鈴木 美保
　安永 弘子 　中村 朋子
シャトルズ 　井上 朝子
　星野 弘恵 WELCOME
　高橋 加代子 　磯部 尚美
　梶川 貴子 　羽賀 紀美
　橋本 良江 　川島 明子
EXCEL 　竹中 道子
　浅岡 里美 FPシャトルズ
しぇいくはんず 　遠藤 麻理
　佐々木 陽子 　住田 薫
　大本 一枝 　荒木 まりあ
大泉クラブ 　高橋 幸江
　河原 純子 ヤマなみんＣ
　星川 高子 　九谷 幸子
　山崎 康江 　岩井 悠
　武内 美起子
　水川 利恵子
　田村 裕子
石西BDM
　浅野 眞璃子
学園スイング
　小室 美里
　篠藤 千明
　岩本 有紀子
　河井 麻子
上石小ＰＴＡ
　辻野 みどり
ガッツジュニア
　米田 ちゑ子


