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■平成３１年度十勝バドミントン協会登録者名簿 平成31年4月14日：現在

NUM 氏　　名 所　属 NUM 氏　　名 所　属
1 青山　和彦 芽室 1 青木　知子 水鳥クラブ
2 石川　俊彦 清水 2 青山　美幸 水鳥クラブ
3 石澤　慎也 ロケットパンチ 3 安楽　信子 水鳥クラブ
4 板矢　圭太 タイセイ飼料 4 泉　実保 水鳥クラブ
5 板矢　豊 音更 5 五十川　秀子 芽室
6 大久保　雄太 タイセイ飼料 6 伊藤　奈穂子 水鳥クラブ
7 太田　祐介 スマッシュエンジェルス 7 伊藤　遼 芽室
8 大塚　淳 鈴蘭フレバド 8 内田　雪子 水鳥クラブ
9 貝谷　光秀 向日葵 9 大野　愛加 IMPACT
10 加納　章 WBC 10 大松澤　友里恵 スマッシュエンジェルス
11 木村　寛 芽室 11 小笠原　ゆうこ 芽室
12 工藤　魁人 帯広市役所 12 岡部　園恵 水鳥クラブ
13 衣原　優紀 Aegis 13 納　和乃 水鳥クラブ
14 斎藤　真 清水 14 河瀬　夏子 向日葵
15 境田　亮介 タイセイ飼料 15 木村　静香 WBC
16 佐々木　裕行 スマッシュエンジェルス 16 木村　未来 向日葵
17 佐藤　拓弥 ロケットパンチ 17 倉内　みどり ロケットパンチ
18 佐藤　優太朗 スマッシュエンジェルス 18 甲田　洋子 新得
19 渋谷　翔平 幕別 19 小林　江津子 音更
20 島田　将樹 IMPACT 20 境田　美穂 タイセイ飼料
21 嶋田　弥 幕別 21 佐藤　菜緒 IMPACT
22 進藤　紘聖 帯広市役所 22 渋谷　茜 幕別
23 洲合　雄映 鈴蘭フレバド 23 渋谷　裕貴子 スマッシュエンジェルス
24 鈴木　康晴 帯広信用金庫 24 島尻　尚世 帯広レディース
25 鈴木　陸大 Aegis 25 清水　さなえ 幕別
26 高崎　泰一 ロケットパンチ 26 高橋　泉 向日葵
27 高橋　一郎 清水 27 高橋　ひろみ 水鳥クラブ
28 高橋　史圭 スマッシュエンジェルス 28 武田　かおる 音更
29 對馬　秀基 IMPACT 29 舘野　真由美 芽室
30 寺澤　諒 タイセイ飼料 30 田中　明美 池田
31 豊田　睦 WBC 31 中鉢　望 向日葵
32 仲野　公章 ロケットパンチ 32 土田　陽子 幕別
33 中村　和也 IMPACT 33 所　和恵 帯広レディース
34 成田　克也 音更 34 中西　琴乃 スマッシュエンジェルス
35 成田　佑二 帯広信用金庫 35 中村　久美子 音更
36 仁科　桂次 池田 36 中村　みゆき 音更
37 半田　淳 スマッシュエンジェルス 37 中山　麻依子 向日葵
38 平岡　貴 IMPACT 38 橋本　樹璃 芽室
39 平山　治照 ロケットパンチ 39 長谷川　愛 スマッシュエンジェルス
40 堀川　浩克 向日葵 40 林　佳奈 タイセイ飼料
41 松岡　克好 幕別 41 林　知恵美 芽室
42 松原　啓太 芽室 42 東原　美樹 芽室
43 丸山　大樹 帯広市役所 43 比内　愛実 IMPACT
44 村中　和雄 幕別 44 平原　里華 WBC
45 矢野　徹雄 幕別 45 藤本　楓 帯広
46 矢野　裕介 Infini 46 松原　喜美子 芽室
47 弓削　翔太 鈴蘭フレバド 47 松原　環 池田
48 横内　祐樹 鈴蘭フレバド 48 光川　瑠乃 芽室
49 横山　隆 清水 49 室崎　春香 IMPACT
50 吉川　洋史 IMPACT 50 山本　直美 水鳥クラブ
51 吉田　孝志 el CAMINO 51 吉田　祥子 芽室

52 渡邊　八草美 向日葵


