
■平成３０年度十勝バドミントン協会登録者名簿 平成30年6月24日：現在

NUM 氏　　名 所　属 NUM 氏　　名 所　属
1 青沼　一樹 清水 61 橋爪　健太朗 浦幌
2 青山　和彦 芽室 62 畑　超 ロケットパンチ
3 阿部　裕治 向日葵 63 早川　勇樹 音更
4 石川　俊彦 清水 64 平田　清志郎 音更
5 石澤　慎也 ロケットパンチ 65 平野　拓弥 IMPACT
6 板矢　圭太 音更 66 平山　治照 ロケットパンチ
7 板矢　豊 音更 67 福島　一雄 音更
8 伊藤　圏作 音更 68 藤井　貴之 しょこら
9 内海　恭太 タイセイ飼料 69 古屋　龍斗 帯広信用金庫
10 畝重　勇希 Esperanza 70 細田　帆人 タイセイ飼料
11 大井　渓介 タイセイ飼料 71 松岡　克好 幕別
12 大池　康貴 音更 72 松原　卓也 ウエモンズハート
13 大久保　雄太 タイセイ飼料 73 松本　和明 豊頃
14 大塚　淳 鈴蘭フレバド 74 松本　敬太 本別
15 岡崎　悠生 大樹 75 水野　裕一 大樹
16 岡村　凌平 音更 76 村中　和雄 幕別
17 奥山　文弥 大樹 77 門馬　良一 向日葵
18 折笠　孝行 el CAMINO 78 安田　雅人 帯広信用金庫
19 貝谷　光英 向日葵 79 矢野　裕介 Infini
20 上島　洋人 幕別 80 山崎　剛 帯広市役所
21 川口　聖也 広尾 81 山下　和義 音更
22 川元　亮太 帯広信用金庫 82 横井　允雄 向日葵
23 後藤　靖興 清水 83 横内　祐樹 鈴蘭フレバド
24 衣原　優紀 Infini 84 横山　忍 el CAMINO
25 齊藤　淳 帯広信用金庫 85 横山　隆 清水
26 斉藤　真 清水 86 川　洋史 IMPACT
27 境田　亮介 タイセイ飼料 87 和賀　純一 池田
28 佐々木　裕行 足寄
29 佐藤　栄三 Esperanza
30 佐藤　亮介 大樹
31 篠島　太郎 豊頃
32 渋谷　翔平 幕別
33 渋谷　孝行 Jack Daw
34 島田　将樹 IMPACT
35 島津　明 IMPACT
36 清水　大亮 大樹
37 進藤　紘聖 帯広市役所
38 洲合　雄映 鈴蘭フレバド
39 鈴木　智広 帯広信用金庫
40 鈴木　康晴 帯広信用金庫
41 十河　弘樹 タイセイ飼料
42 高崎　泰一 ロケットパンチ
43 高橋　一郎 清水
44 髙橋　大河 帯広
45 高橋　史圭 スマッシュエンジェルス
46 高山　大樹 芽室
47 田口　信人 el CAMINO
48 竹林　胤海 スマッシュエンジェルス
49 立花　哲也 帯広信用金庫
50 田中　順一 音更
51 谷口　徹 帯広信用金庫
52 對馬　秀基 IMPACT
53 土屋　智史 帯広信用金庫
54 寺澤　諒 タイセイ飼料
55 豊田　睦 鈴蘭フレバド
56 成田　克也 音更
57 成田　祐二 帯広信用金庫
58 西沢　優希 スマッシュエンジェルス
59 仁科　桂次 池田
60 丹羽　孝 芽室
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NUM 氏　　名 所　属 NUM 氏　　名 所　属
1 青木　知子 帯広水鳥クラブ 61 藤本　楓 Esperanza
2 青山　美幸 帯広水鳥クラブ 62 細田　美津子 帯広水鳥クラブ
3 天羽　利佳 帯広信用金庫 63 松原　喜美子 芽室
4 安楽　信子 帯広水鳥クラブ 64 松原　環 池田
5 飯山　裕子 音更 65 松村　涼 Esperanza
6 石間　悦子 帯広水鳥クラブ 66 光川　瑠乃　 芽室
7 泉　実保 帯広水鳥クラブ 67 村中　公子 幕別
8 伊藤　奈穂子 帯広水鳥クラブ 68 村中　みゆき 幕別
9 伊藤　遼 芽室 69 室崎　春香 IMPACT
10 岩田　悠子 幕別 70 山下　典子 十勝クイーン
11 上田　可菜子 大樹 71 山本　直美 帯広水鳥クラブ
12 内田　楓子 南翔クラブ 72 吉田　祥子 芽室
13 内田　雪子 帯広水鳥クラブ 73 渡邊　八草美 向日葵
14 遠藤　篤海 幕別 74 渡部　紋可 芽室
15 大井　梨沙 タイセイ飼料
16 大澤　香奈 大樹
17 大野　愛加 IMPACT
18 大松澤　友里恵 スマッシュエンジェルス
19 小笠原　志芳 芽室
20 岡部　園恵 帯広水鳥クラブ
21 小川　ゆみ 向日葵
22 納　和乃 帯広水鳥クラブ
23 小関　芹華 IMPACT
24 川岸　理恵 池田
25 河瀬　夏子 向日葵
26 木村　未来 向日葵
27 草森　静香 幕別
28 倉内　みどり ロケットパンチ
29 甲田　洋子 新得
30 後藤　美咲 Esperanza
31 小林　江津子 十勝クイーン
32 齊藤　凪 忠類
33 境田　美穂 タイセイ飼料
34 坂崎　啓子 帯広水鳥クラブ
35 佐々木　茜 IMPACT
36 佐藤　杏奈 清水
37 島尻　尚世 帯広レディース
38 清水　さなえ 幕別
39 清水　千代子 帯広水鳥クラブ
40 菅原　さやか 大樹
41 鈴木　彩菜 南翔クラブ
42 須田　みどり 帯広水鳥クラブ
43 高橋　泉 向日葵
44 髙橋　恵子 向日葵
45 高橋　ひろみ 帯広水鳥クラブ
46 武田　かおる 十勝クイーン
47 中鉢　望 向日葵
48 土田　陽子 幕別
49 粒羅　まひろ 芽室
50 所　和恵 帯広レディース
51 中村　久美子 十勝クイーン
52 中村　みゆき 十勝クイーン
53 中山　麻依子 向日葵
54 西尾　真衣 南翔クラブ
55 西山　幸子 清水
56 林　佳奈 タイセイ飼料
57 東原　美樹 芽室
58 平塚　静香 向日葵
59 平原　里華 清水
60 廣尾　眞子 Esperanza


