
２０２１年度３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
　藤田 典夫
　藤重 彰
　江越 香月
アローズ
　富澤 猛
　中山 誠
　斎藤 正紀
　吉野 宏
ウィングス
　清水 満男
　中村 澄雄
大泉フェニックス
　岩本 豊
　永井 隆
春日クラブ
　菊地 威広
上北小
　吉村 慶二郎
北西クラブ
　藤森 伸一
杏
　和泉 力
スリーＦ
　金沢 浩志
練馬クリアーズ
　尾﨑 義雄
　高山 文雄
早宮クラブ
　藤岡 覚
　稲岡 計
南大泉
　仁田 祐介
ラディッシュ
　國吉 英二郎
ヤマなみんＣ
　安野 訓成
　稲田 仁志



２０２１年度３部限定出場者名簿 （女子）１／２

練馬区バドミントン協会

ラッキーミント 学園シャトル ホワイトラークス
　杉野 町子 　中川 京子 　長島 とし江
秋羽クラブ 春日クラブ 　丸田 恵美子
　川崎 ヨキ子 　横山 順子 　加藤 幸子
　内田 智子 向山小 　池田 富子
　呉 瑛美 　福嶋 湖春 　小川 美紀子
　加藤 冨美子 サンクス 　田中 文代
　久米田 佳子 　山本 照子 　和田 千夏
　岩崎 泰子 　鳥居 愛緒 南大泉
イーグル 　五艘 美知代 　飯田 福子
　深野 叔子 　芦沢 忍 　野本 真由美
　青木 通子 　鈴木 祥子 ゆーばークラブ
　大木 むつ子 石台レッツ 　浜野 ゆみ
　長谷川 文子 　村田 広子 ラディッシュ
　渡部 美佐子 杏 　中山 美由紀
　田中 純子 　佐藤 嘉子 レインボー
　辻 いずみ 　菅原 友子 　山宮 美智子
　長谷川 広実 スリーＦ 　伊藤 文英
　大村 由美子 　山川 和子 　柿沼 江代子
スパークル 　石飛 昌子 　臼井 フジ子
　森川 千恵子 スリーファイブ 　大橋 由紀子
　田中 美晴 　伊藤 葉子 光和小PTA
　鈴木 あい子 　乾 よし子 　加藤 恵
　西原 富子 　奥津 里佳 　篠崎 浩子
　鈴木 知子 　菊地 智美 　黒瀬 和美
　吉岡 智子 　西山 裕子 　中嶌 富美枝
GRAND_LINE 　丹羽 晃子 泉新サークル
　菅野 貴子 　本間 真由美 　青木 江里子
ウィングス 関町小ＰＴＡ 　鈴木 幸代
　須藤 寛子 　栗原 左恵子 　熊坂 智子
　平川 静和 　吉田 由紀子 　葛西 美穂
　大谷 能子 　西垣 君代 　鈴木 幸子
　西村 八重子 　原 しのぶ 桜台クラブ
　山地 加余子 まゆみ 　高木 良子
エーデルワイス 　菅原 まつ子 　一ノ瀬 信子
　露木 玉栄 　矢島 良子 　高嶋 とし江
　浜崎 二三代 豊玉南小ＰＴＡ 　岡 保子
　大石 久実 　加瀬谷 純子 　角田 英子
　萩原 美保 　清水 富士子 シャトルズ
　菊池 とよ子 練馬クラブ 　笛田 朋子
ホワイトフェザーズ 　赤尾 友紀子 　菊地 登志子
　小林 あつ子 羽球会 アトムズ
　森岡 美保 　菅家 佐智子 　白潟 キクエ
　北村 真由美 　浦田 八州代 　仙波 敦子
　和泉 利枝 　長井 栄子 　吉野 並加
　木内 美知子 　中野 明子 　中野 麻子
　寺嶋 和美 　深野 良子 大泉クラブ
大六小 　時光 和代 　星山 京子
　片桐 寛子 　黒川 亜希子 　宮森 真由美
　中本 恵美子 　鈴木 順子
　石坂 亜由美 　大高 真由美
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学園スイング
　蕪木 智子
　加藤 恵
上石小ＰＴＡ
　高岡 未央
　伊藤 恵子
　金子 八千代
中村小ＰＴＡ
　望月 桂子
　倉澤 寿万子
Ｂ．Ｆクラブ
　中山 嘉子


