
Ｂクラス出場制限選手リスト（令和５年度用)

下記の選手（3年前の年度以降県大会出場選手およびＢクラスで優勝した選手）および当年度に
同様の成績を収めた選手は、令和５年度（2023年度）の春日部市シングルス大会・ダブルス大会
・混合ダブルス大会および団体戦のBクラスには出場出来ません。

県大会出場選手
R2春季大会 R2秋季大会 R3春季大会 R3秋季大会

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 所属 氏名 所属
【男子】 【男子】 【男子】 【男子】 【男子】 【男子】

雨宮  慎 fun 雨宮慎 fun 雨宮慎 fun 佐藤 翔吾 ｽﾏｲﾙ 雨宮 慎 fun
泉谷  拓身 ｱﾙﾄ 新井俊行 ダボ 糸井大典 ｱﾙﾄ 二渡 優介 ｽﾏｲﾙ 海老原 雄輝 ﾄｺﾛﾃﾝ
金子  明 MAX 伊東健一 ﾄｺﾛﾃﾝ 金子涼介 fun 村上 直樹 中野 齋藤 新悟 ﾄｺﾛﾃﾝ
金子  涼介 fun 大川翼 ﾚｯｽﾞ 北村宣喜 ﾄｺﾛﾃﾝ 君島 洋一 fun 北村 宣喜 ﾄｺﾛﾃﾝ
鎌形  裕介 ﾚｯｽﾞ 金子涼介 fun 君島洋一 fun 福岡 勇成 fun 清水 謙 武里
北村  宣喜 ﾄｺﾛﾃﾝ 鎌形裕介 ﾚｯｽﾞ 小松尚次 ｱﾙﾄ 海老原 雄輝 ﾄｺﾛﾃﾝ 藤井 俊輔 中野
熊田  靖雄 ダボ 木田恵介 ダボ 齋藤新悟 ﾄｺﾛﾃﾝ 佐久間 雄晟 fun 鈴木 健太 ｱﾙﾄ
小松  尚次 ｱﾙﾄ 北村宣喜 ﾄｺﾛﾃﾝ 佐久間雄晟 fun 清水 謙 武里 斎藤 征爾 中野
齋藤  新悟 ﾄｺﾛﾃﾝ 熊田靖雄 ダボ 清水謙 武里 関 大輔 fun 圓子 武蔵 春硬
清水  謙 武里 齋藤新悟 ﾄｺﾛﾃﾝ 正根知達也 中野 角谷 涼太 fun 伊藤 健一 ﾄｺﾛﾃﾝ
鈴木  理 ｴﾙｳﾞｪ 清水謙 武里 白子邦明 ｱﾙﾄ 正根知達也 中野 大川 翼 ﾚｯｽﾞ
鈴木  健太 ｱﾙﾄ 白子邦明 ｱﾙﾄ 鈴木健太 ｱﾙﾄ 泉谷 拓身 ｱﾙﾄ 山本 幹弘 ﾚｯｽﾞ
坪井  直樹 ﾄｺﾛﾃﾝ 杉本一夫 ダボ 出口卓央 ｱﾙﾄ 北村 宣喜 ﾄｺﾛﾃﾝ 中道 聖 ﾚｯｽﾞ
出口  卓央 ｱﾙﾄ 鈴木理 ｴﾙｳﾞｪ 花田一成 武里  齋藤 新悟 ﾄｺﾛﾃﾝ 長谷川 幸太 武里
豊田  優 武里 鈴木健太 ｱﾙﾄ 福岡勇成 fun 出口 卓央 ｱﾙﾄ 豊田   優 ﾄｺﾛﾃﾝ
中野  憲 春硬 出口卓央 ｱﾙﾄ 堀江誠 ﾄｺﾛﾃﾝ 小松 尚次 ｱﾙﾄ 米澤 圭祐 中野
長谷川 幸太 武里 花田一成 武里 三國倫敬 中野 長谷川幸太 武里 正根知達也 中野
花田  一成 武里 早坂一史 F4 村上直樹 中野 豊田  優 ﾄｺﾛﾃﾝ 中野 憲 春硬
堀江  誠 ﾄｺﾛﾃﾝ 藤井俊輔 中野 米澤圭祐 中野 伊東  健一 ﾄｺﾛﾃﾝ 菊池 隆児 春硬
圓子  武蔵 春硬 圓子武蔵 春硬 大川  翼 ﾚｯｽﾞ 出口 卓央 ｱﾙﾄ
丸山 博太郎 ﾄｺﾛﾃﾝ 三國倫敬 中野 熊田  靖雄 ﾀﾞﾎﾞ 小松 尚次 ｱﾙﾄ
三國  倫敬 中野 村上直樹 中野 米丸  一樹 ｻﾀﾃﾞｰ
村上  直樹 中野 米丸一樹 ｻﾀﾃﾞｰ 菊池 隆児 春硬
米地  篤 武里 中野 憲 春硬
米丸  一樹 ｻﾀﾃﾞｰ 岩本 達也 中野

【女子】 【女子】 【女子】 【女子】 【女子】 【女子】
宇佐美 ゆみ 春硬 宇佐美ゆみ 春硬 石井美幸 ﾚｯｽﾞ 倉持 純子 MAX 原 菜月 ﾀﾞﾎﾞ
加藤  晶子 中野 大川直美 ﾍﾟｶﾞｻｽ 大川直美 ﾍﾟｶﾞｻｽ  山根 歩 ﾚｯｽﾞ 山根 歩 ﾚｯｽﾞ
木田 美希 ダボ 加藤晶子 中野 岡田明美 fun 岡田 明美 fun 加藤 晶子 中野
倉持  純子 MAX 木田美希 ダボ 片桐歩 ﾚｯｽﾞ 木田 美希 ダボ 古賀 千恵 中野
古賀  千恵 中野 倉持純子 MAX 加藤晶子 中野 篠崎 真衣 春硬 福島 笑子 ﾌﾞﾙｰ
柴本 美有紀 春硬 古賀千恵 中野 木田美希 ダボ 古賀  千恵 中野 又木 紅美 ﾚｯｽﾞ
谷利 麻理子 武里 篠崎真衣 春硬 北原佳子 ﾚｯｽﾞ 谷利麻理子 ﾌｼﾞ 堀内 聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ
中村  貴子 ﾚｯｽﾞ 田中優子 ﾚｯｽﾞ 倉持純子 MAX 加藤 晶子 中野 三田 美加 ﾚｯｽﾞ
長谷川 純子 武里 田中優子 ﾌｪﾆｯｸｽ 栗本章子 ﾚｯｽﾞ 古賀  千恵 中野 谷利 麻理子 ﾌｼﾞ
原  菜月 ダボ 谷利麻理子 フジ 古賀千恵 中野 田中 優子 ﾚｯｽﾞ 倉持 純子 MAX
福島  笑子 ﾌﾞﾙｰ 原菜月 ダボ 小嶋留理子 fun 田中 優子 ﾌｪﾆｯｸｽ 木田 美希 ﾀﾞﾎﾞ
堀内  聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 堀内聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 篠崎真衣 春硬 関口 美子 ﾚｯｽﾞ 萩原 圭子 ﾌｪﾆｯｸｽ
又木  紅美 ﾚｯｽﾞ 牧良子 fun 田中優子 ﾚｯｽﾞ 栗本 章子 ﾚｯｽﾞ 西川 かおり ﾚｯｽﾞ
丸田  有花 ﾙﾈｻﾝｽ 三田美加 ﾚｯｽﾞ 田中優子 ﾌｪﾆｯｸｽ 石井 美幸 ﾚｯｽﾞ 村越 ななえ ﾚｯｽﾞ
三田  美加 ﾚｯｽﾞ 森田和子 fun 谷利麻理子 フジ 松岡 成美 ﾚｯｽﾞ 森田 治子 ﾚｯｽﾞ
森田  和子 fun 山下希代子 ﾍﾟｶﾞｻｽ 原菜月 ダボ 原 菜月 ﾀﾞﾎﾞ 名倉 富美子 F4

福島笑子 ﾌﾞﾙｰ 福島 笑子 ﾌﾞﾙｰ 川渕 奈穂 春硬
堀内聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 堀内 聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 大場 美智子 ﾚｯｽﾞ
堀本陽子 春硬 三田 美加 ﾚｯｽﾞ 古澤 優子 春硬
松岡成美 ﾚｯｽﾞ 大川  直美 ﾍﾟｶﾞｻｽ
三田美加 ﾚｯｽﾞ 山下 希代子 ﾍﾟｶﾞｻｽ
山下希代子 ﾍﾟｶﾞｻｽ 筒井 智子 ﾌｪﾆｯｸｽ

渡辺 明美 ﾌｪﾆｯｸｽ
 栗本 章子 ﾚｯｽﾞ
関口 美子 ﾚｯｽﾞ
田中 優子 ﾚｯｽﾞ
田中 優子 ﾌｪﾆｯｸｽ

R4春季大会 R4秋季大会
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Ｂクラス優勝者
令和２年度 令和3年度

【男子】 【女子】 【男子】 【女子】 【男子】 【女子】
混合ダブルス ー ー 稲澤  彰 ﾙﾈｻﾝｽ 朴木 麻希子 ﾙﾈｻﾝｽ 高野 薫 ﾙﾈｻﾝｽ 筒井 智子 ﾌｪﾆｯｸｽ
夏季シングルス ー ー 林田  雄三 春硬 宮本  祐子 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 小島 智英 武里 古阪 訓子 ﾌﾞﾙｰ
夏季ダブルス ー ー 杉浦  剛一 ﾚｯｽﾞ 岩倉  佳美 中野 小島 智英 武里 倉上かおる ﾚｯｽﾞ

ー ー 米澤  孝治 ﾚｯｽﾞ 工藤  美香 ﾚｯｽﾞ 菅原 好喬 中野 立川 奈美 ﾚｯｽﾞ
冬季ダブルス 会田 恭平 ﾚｯｽﾞ 篠崎 真衣 春硬 石井  和博 ﾚｯｽﾞ 相馬 絵里子 fun 沼畑 雅也 fun 戸枝よし江 F4

北村 博 ﾚｯｽﾞ 大枝 陽子 春硬 渡部  孝文 ﾚｯｽﾞ 山木 真知子 fun 山本啓一郎 fun 高津戸恵美子 ﾄｺﾛﾃﾝ
冬季シングルス 森田 伸康 F4 井上 敦子 ﾌｪﾆｯｸｽ 齋藤  禎昭 ﾚｯｽﾞ 住吉  智子 ﾌｪﾆｯｸｽ 玉井  雅一 ﾌｪﾆｯｸｽ 國嶋 江美子 ﾌｪﾆｯｸｽ

令和4年度


