
お知らせ

この度は区民体育大会にお申し込みくださり、ありがとうございます。
近年の大会をはるかに上回る178組のお申し込みがあり、ご参加いただけないペ
アがございます。申し訳ございません。
区民体育大会ということで、北区在住の方がお一人でもおられるペアのみ参加とさ
せていただきます。
各部のご参加いただけないペアと参加ペアは、次ページ以降でご確認ください。
ご参加いただけないペアには申込責任者を通じてご連絡し、参加費は返金いたし
ます。また今大会参加のために協会登録された方は、ご希望があれば登録を取り
消し、登録費を返金いたします。

また、要項では110組程度としておりましたが、区民の方にもれなくご参加いただく
ために140組となりますことをご了承ください。
競技方法は、各部を3～4組ブロックに分け、3組ブロックはリーグ戦、4組ブロックは
トーナメント戦を行います。決勝トーナメントは行わず、ブロック優勝したペアに賞状
と賞品を授与します。

ご質問がございましたら、申込確認メールの宛先または当ホームページにあるお
問い合わせフォームにてご連絡ください。



ご参加いただけないペア
市川　友夢 BCとち

曽田　達 〃

斎藤　哲周 BCとち

大町　惇 〃

野澤　佑太 魁☆じろ～団!!

松島　佑馬 〃

大山　春樹 ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ

武重　伊咲 〃

児玉　崚 BCとち

佐藤　崇 〃

植田　宅哉 BCとち

大森　雄太 〃

佐藤　章 一般

三好　一王 〃

余田　敏秀 一般

山口　篤史 〃

西郡　芳晃 ＪＢＣ

鈴木　宏弥 〃

小泉　雅之 魁☆じろ～団!!

藤井　翔太 〃

越坂　健多 魁☆じろ～団!!

高橋　優太 〃

大政　史弥 GREED

白川　敬済 〃

具　世国 GREED

山下　勝 〃

堀内　蒼太 駿台学園高等学校

飯塚　健太 〃

森内　航輝 駿台学園高等学校

望月　敬太 〃

今　保雄 GREED

成田　順一 〃

根岸　昭好 オリーブ

森川　豪 〃

仲谷　美帆 GREED

有我　洋香 〃

平城　美喜子 ABC

日向　さゆり 〃

杉田　万由美 ABC

牧野　久美 〃

佐野　亜梨沙 バドフライ

手島　光子 〃

石井　理栄 城北クラブ

藤波　華恵 〃

三甲野　良子 城北クラブ

松村　昌子 〃

北村　友果理 魁☆じろ～団!!

坂本　遥 〃

男子２部

男子４部

女子２部

男子１部

男子３部

男子40歳

女子１部



ご参加いただけないペア
福岡　愛唯 一般 キャンセル

山川　桃雪 〃

北村　幸子 バドフライ

続　淳子 〃

羽切　結海 順天高校

小島　千尋 〃

平石　あかね 順天高校

近藤　夏未 〃

中井　敬子 北斗クラブ

下山　沙羅 〃

村井　萌 駿台学園高等学校

西田　彩花 〃

綿谷　舞 オリーブ

芦田　和子 〃

羽切　房子 城北クラブ

池田　典子 〃

大橋　真弓 トゥインクル

廣澤　智子 〃

遠藤　郁子 城北クラブ

渡辺　恵子 〃

大木　雅美 紅葉クラブ

波多野　寿美 〃

古市　貞子 城北クラブ

小林　清美 〃

山中　恵美子 城北クラブ

石橋　フミ子 〃

石田　ひろ子 城北クラブ

渡部　友子 〃

女子３部

女子40歳

女子50歳

女子60歳

女子４部



男子１部参加ペア
№ 氏　　名 クラブ名

1101 松田　幸樹 一般

1101p 永井　諒 魁☆じろ～団

1102 笠井　崇央 日本化薬

1102p 飯田　裕貴 トゥインクル

1103 堀川　敦司 早稲田大学

1103p 早川　陸 魁☆じろ～団

1104 生方　克幸 JBC

1104p 清水　匠 トゥインクル

1105 鈴木　勇太 ＪＢＣ

1105p 高内　努 〃

1106 荒川　憲司 魁☆じろ～団!!

1106p 田中　大智 〃

1107 福島　次郎 魁☆じろ～団!!

1107p 野口　塁 〃

1108 加藤　良平 魁☆じろ～団!!

1108p 島村　勇気 〃

1109 斉藤　武一郎 北斗クラブ

1109p 伊橋　元治 〃

1110 貫井　智一 ＮＢＦ

1110p 渡邊　春男 〃

1111 古川　祐太 魁☆じろ～団!!

1111p 鈴木　亮輔 GREED

1112 熊倉　健人 GREED

1112p 川元　裕介 〃

1113 矢作　充 GREED

1113p 近藤　竹雄　 〃

1114 城方　秀之 北斗クラブ

1114p 青崎　泰輔 トゥインクル
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男子２部参加ペア
№ 氏　　名 クラブ名

1201 小林　真吾 kamiya

1201p 田中　雄大 〃

1202 瑞慶覧　朝規 kamiya

1202p 仲程　孝一 〃

1203 兄父　規裕 一般

1203p 濱田　真之介 〃

1204 栗山　徹 滝野川紅葉中PTA

1204p 太田　稜 〃

1205 安井　一生 BCとち

1205p 三本松　次郎 〃

1206 村中　啓史 BCとち

1206p 野崎　朋弥 〃

1207 田中　翔太 一般

1207p 岩上　夏紀 青山学院大学

1208 遠藤　正洋 一般

1208p 生方　伸弥 〃

1209 石川　隆彦 トゥインクル

1209p 徳永　俊宣 日本製紙

1210 草間　忍 なでしこ小PTA

1210p 渡辺　義範 GREED

1314 星谷　和雅 B.Cリバティー

1314p 平井　智也 〃

1322 波松　俊直 北斗クラブ

1322p 北村　誠 一般
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男子３部参加ペア
№ 氏　　名 クラブ名

1301 渡邉　誠士 一般

1301p 藤田　聡 〃

1302 渡辺　嘉之 ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ

1302p 大野　武男 〃

1303 安福　達也 ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ

1303p 服部　真行 バドフライ

1304 矢野　英知 豊川小PTA同好会

1304p 関根　喜章 〃

1305 中川　晴太 赤羽岩淵中学校

1305p 寺田　真窓 堀船中学校

1306 滝澤　彰宏 滝野川もみじ小PTA

1306p 菅原　清隆 一般

1307 中里　栄一 田端小PTA

1307p 浅沼　祥生 一般

1308 佐々木　智 滝野川もみじ小PTA

1308p 高橋　晴衛 〃

1309 窪田　拓也 バドフライ

1309p 服部　叡樹 〃

1310 吉田　俊文 滝野川第三小PTA

1310p 中野　淳 滝２小PTA.N

1311 山本　隆 滝野川第三小PTA

1311p 佐古　大地 〃

1312 栗原　裕 ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ

1312p 山田　誠 〃

1313 日野　啓吾 B.Cリバティー

1313p 木村　榮浩 〃

1315 天野　拓 駿台学園高等学校

1315p 懸田　裕太 〃

1316 梅田　信介 西浮間小PTA

1316p 小暮　政光 一般

1317 内田　博和 稲田小PTA

1317p 田中　悟 〃

1318 蛭沼　勝也 JBC

1318p 蛭沼　勝登 〃

1319 内山　高典 JBC

1319p 山添　翔矢 一橋高校

1320 田﨑　羅樹 田端中学校

1320p 中西　仁祐 〃

1321 利根川　弘 トゥインクル

1321p 中澤　卓実 北斗クラブ

1323 李　銀鎬 GREED

1323p 野口　裕輔 〃

1402 伊藤　健一郎 浮間小PTA

1402p 砂本　天 桐ヶ丘中学校

1701 近藤　敏彦 JBC

1701p 三村　敬治 北斗クラブ
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男子４部参加ペア
№ 氏　　名 クラブ名

1401 小林　敬浩 ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ

1401p 角谷　利晴 〃

1403 村尾　繁 一般

1403p 豊田　裕司 田端小PTA

1404 町田　祐介 豊川小PTA同好会

1404p 國崎　淳至 〃

1405 五郎谷　晋也 BCとち

1405p 八木田　浩二 〃

1406 池田　真澄 としま若葉小ＰＴＡ

1406p 上保　福太郎 〃

1407 西川　宏和 駿台学園高等学校

1407p 川名　孝仁 〃

1408 西野　孝紀 一般

1408p 富山　誠二 〃
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男子40歳以上の部参加ペア
№ 氏　　名 クラブ名

1501 瀬尾　一明 ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ

1501p 松本　一男 JBC

1502 田口　泰弘 赤羽台西小同好会

1502p 永田　浩二 〃

1503 赤川　義高 kamiya

1503p 山口　哲 〃

1504 篠田　裕司 北斗クラブ

1504p 斉藤　一久 〃

男子50歳以上の部参加ペア
№ 氏　　名 クラブ名

1601 福岡　宏幸 JBC

1601p 松原　長 一般

1602 津田　誠 日本化薬

1602p 秀　敏明 〃

1603 小林　弘明 ＮＢＦ

1603p 伏間　誠志 日本製紙

女子１部参加ペア
№ 氏　　名 クラブ名

2101 滝澤　仁子 滝野川もみじ小PTA

2101p 中里　友 田端小PTA

2102 岡部　恵子 城北クラブ

2102p 和田　麻妃呂 干早高校

2103 烏賀陽　真未子 オリーブ

2103p 小谷田　雅美 kamiya
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女子２部参加ペア
№ 氏　　名 クラブ名

2201 児玉　亜希子 トゥインクル

2201p 宇山　葉子 一般

2202 染田　俊江 オリーブ

2202p 山口　径子 〃

2203 小田切　由加利 北クラブ

2203p 山田　位子 〃

2204 石丸　喜美江 トゥインクル

2204p 宮成　正恵 日本製紙

2205 高木　美智世 トゥインクル

2205p 栗原　幸枝 〃

2206 樋口　和子 城北クラブ

2206p 酒井　香 〃

2207 鈴木　美保 城北クラブ

2207p 吉田　彩子 〃

2208 村野　育代 城北クラブ

2208p 押野　綾子 〃

2209 新山　裕美 魁☆じろ～団!!

2209p 中村　友香 〃

2210 川和田　真紀子 北斗クラブ

2210p 山本　佳織 一般

2311 黛　克枝 ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ

2311p 花生　千鶴子 〃
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女子３部参加ペア
№ 氏　　名 クラブ名

2301 高橋　彩子 ABC

2301p 小島　有希子 〃

2302 林　　陽子 あさひクラブ

2302p 山本　圭 〃

2303 野村　まり子 赤羽台西小同好会

2303p 吉田　晴美 一般

2304 木野知　美保 一般

2304p 福田　紫乃 〃

2305 田中　春美 王子第一小ＰＴＡ

2305p 和田　智美 明桜中PTA

2306 宮下　由美 ロッキー

2306p 根本　由香利 王子第一小ＰＴＡ

2307 長谷川　桐華 なでしこ小PTA

2307p 高須　彩 〃

2308 伊藤　美咲 堀船中学校

2308p 園田　遥菜 〃

2309 草間　凪 なでしこ小学校

2309p 砂本　愛 ABC

2310 沼尻　奈津美 BCとち

2310p 井出　真美佳 〃

2312 冨岡　亜希子 北クラブ

2312p 山口　知恵 八幡小PTA

2313 田口　綾子 トゥインクル

2313p 吉沢　恵津子 〃

2314 亀井　恵里 城北クラブ

2314p 蛭沼　かおり 〃

2315 上村　順子 城北クラブ

2315p 川島　みなみ 〃

2316 渡辺　さやか 城北クラブ

2316p 新岡　たかね 王子桜中PTA

2317 黄海　日菜子 順天高校

2317p 酒井　花弥 〃

2318 落合　栄子 北斗クラブ

2318p 安住　友加里 ABC

2319 小林　瑶季 桐ヶ丘中学校

2319p 篠田　真凛 キダッチョ君ジュニア

2402 砂本　妃里 桐ヶ丘中学校

2402p 甲斐　詩子 〃
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女子４部参加ペア
№ 氏　　名 クラブ名

2401 安福　恭子 ｼｬﾄﾙｺｯｸｽ

2401p 藤田　順子 袋小ＰＴＡ

2403 青木　昌子 滝野川紅葉中PTA

2403p 奥村　桂子 田端小PTA

2404 堀江　由恵 なでしこ小PTA

2404p 笹森　さおり 〃

2405 金井　倫子 なでしこ小PTA

2405p 草間　みどり 〃

2406 林　恵理香 滝野川もみじ小PTA

2406p 塚越　露菜 〃

2407 石川　真緒 キダッチョ君ジュニア

2407p 石川　雅美 滝野川もみじ小PTA

2408 金井　寿江 第四岩淵小PTA

2408p 金井　mint 一般

2409 猪瀬　美紀 滝野川第三小PTA

2409p 熊谷　美紀子 〃

2410 伊藤　誠子 BCとち

2410p 二瓶　明子 浮間中バドミントンクラブ

2411 内薗　聡子 豊川小PTA同好会

2411p 上保　千鶴 としま若葉小PTA

2412 中野　麻子 滝２小PTA.N

2412p 中野　杏音 堀船中学校

2413 秋場　美優 駿台学園高等学校

2413p 石松　嘉野子 〃

2414 町井　真理亜 駿台学園高等学校

2414p 箭内　彩華 〃

2415 梅田　美奈 西浮間小PTA

2415p 吉田　雪絵 一般

2416 渡辺　記代子 稲田小PTA

2416p 小路　みゆき 〃

2417 渡邊　涼子 稲田小PTA

2417p 齊藤　めぐみ 北クラブ

2418 相良　サリナ 城北クラブ

2418p 金子　芳江 赤羽台西小同好会

2419 藤井　章子 滝野川小飛鳥中PTA

2419p 嶋本　寿美 〃

2420 中村　順子 袋小PTA

2420p 小坂　夕貴子 〃

2421 山﨑　真由子 袋小PTA

2421p 青木　明子 〃

2422 藤長　理恵 王子桜中PTA

2422p 伊藤　絵美 一般

2423 長野　宏美 一般

2423p 内山　美穂 〃
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女子40歳以上の部参加ペア
№ 氏　　名 クラブ名

2501 田中　美恵子 あさひクラブ

2501p 錠　　直美 〃

2502 西嶋　千恵 オリーブ

2502p 松永　明子 〃

2503 秀　真理子 オリーブ

2503p 向山　晶江 〃

2504 永田　磨弥 オリーブ

2504p 内田　美裕紀 〃

2505 大楯　亜貴子 オリーブ

2505p 服部　直子 〃

2506 川名部　洋子 王子桜中PTA

2506p 荒木　史恵 明桜中PTA

2507 吉田　かおり トゥインクル

2507p 竹下　律子 〃

2508 関根　絵里香 滝野川もみじ小PTA

2508p 長坂　美内子 トゥインクル

2509 松本　かおる 城北クラブ

2509p 中野　駒美子 〃

2510 井上　雅子 城北クラブ

2510p 新橋　勝美 〃
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女子50歳以上の部参加ペア
№ 氏　　名 クラブ名

2601 真弓　佳世子 あさひクラブ

2601p 古賀　真寿美 〃

2602 黒瀬　久美子 あさひクラブ

2602p 福地　恭子 ロッキー

2603 三浦　ちか あさひクラブ

2603p 石井　かおり 〃

2604 藤平　智子 オリーブ

2604p 大平　操 〃

2605 川　俊恵 オリーブ

2605p 野原　真奈美 〃

2606 香川　昌子 城北クラブ

2606p 北林　真弓 〃

女子60歳以上の部参加ペア
№ 氏　　名 クラブ名

2701 碇　美佐恵 オリーブ

2701p 小林　弘美 ABC

2702 井上　裕子 オリーブ

2702p 米山　千鶴子 〃

2703 原田　順子 オリーブ

2703p 矢嶋　一枝 〃

2704 中條　博美 城北クラブ

2704p 大島　久美子 〃

2705 伊藤　抄織 城北クラブ

2705p 大網　妙子 あさひクラブ

2706 田口　昌子 オリーブ

2706p 森　暁美 城北クラブ
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