
１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート １０コート １１コート １２コート

１班 ２班 ３班 ４班 ５班 ６班 ７班 ８班 ９班 １０班 １１班 １２班

五本木　茂 斉藤　知巳 中川　淳子 松村　愛美 大嶋　峰子 亀卦川　真貴子三浦　泰子 七澤　紀子 古賀　純子 柳井　美子 瀬間　仁美 荒川　恵美子

伊藤　和好 寺西　俊晴 森田　真帆 橋爪　孝幸 木村　義之 ヤン　トウ 和田　征大 大手　久美子 沓澤  翼 浜名  良知 佐古　洋子 松本　英治

藤原　麻美 風間　健二 田淵　雄一 長谷川夕里子 川村　洋生 木村 くすみ 吉田　敦彦 栗城　比菜子 石橋　祐一 関根　理恵 宮澤　千秋 松本　香織

外村　健太郎 榎本　剛司 稲川　敏規 鶴ヶ島３ 中澤　早紀 小沢　豊 堀口　魁斗 須永　和男 宮城　明史 苅安　亜由美 佐々木　達 坂脇　賢二

橋本　美和 山岡　久伸 内藤　梨沙 鶴ヶ島４ 谷屋　薫 中村　亮介 市原　和歌子 羽切　一訓 染谷　裕介 小川　広美 山寺　知恵美 関川　翔太

楊　冬 榎本　真弓 河村　明彦 黒羽　直美 小杉　千鶴子

１３コート １４コート １５コート １６コート

１３班 １４班 １５班 １６班 凡例： 県協会審判

桜庭　あけみ　 野口　美恵子　横尾　尚 泉川　純子 チームから１人

埼玉栄高1 埼玉栄高4 埼玉栄高7 埼玉栄高10 追加分1114

埼玉栄高2 埼玉栄高5 埼玉栄高8 埼玉栄高11 審判員 線審のみ

埼玉栄高3 埼玉栄高6 埼玉栄高9 埼玉栄高12

櫻井　匠 斎藤　淳 田中　真冬 埼玉栄高13

古賀　康幸 菊地　高志 林　　絵実 埼玉栄高14

第一体育館

第二体育館

審判員：班編制表 2020.11.21



１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート １０コート １１コート １２コート

１班 ２班 ３班 ４班 ５班 ６班 ７班 ８班 ９班 １０班 １１班 １２班

五本木　茂 高橋　浩子 中川　淳子 小野　富士子 丹野　るり子 大谷　晴子 三浦　泰子 関根　菊奈 矢島  美幸 谷島  三智恵 篠田  博美 大武  真理

山下　由佳 萩原　一彰 櫻井　匠 篠原　博子 森田　真帆 小山　剛 荒居　直子 風間　健二 坪田　亜希子 浜名  良知 佐古　洋子 中条　弥生

山下　久司 高橋　利春 古賀　康幸 馬詰　邦彦 田淵　雄一 林　明彦 和田　征大 山田　由美 新村　弘樹 小澤　和美 苅安　亜由美 小玉　恒一郎

山下　希々葉 松本　佳代 斎藤　淳 河村　明彦 鈴木　恵美 鶴ヶ島３ 大澤　涼子 青木　真代 山中　裕美子 田沢　優 関根　理恵 竹内　裕也

伊東　眞理子 宮本　学 野村　悟朗 河村　信子 内村　菊 鶴ヶ島４ 大澤　百合子 平居　昌孝 佐藤　優 山本　久樹 宮城　明史 橋本　明日香

加賀谷　沙織 澤登　智子 高橋　佳美 　　 本間　雄太 平野　佳菜子 丸山　麻衣 小川　広美

１３コート １４コート １５コート １６コート

１３班 １４班 １５班 １６班

椎﨑  貴子 松村　愛美 横尾　尚 大嶋　峰子

大隈　きみ枝 長岡　まさ子 田中　由美子 長谷川　純也

埼玉栄高15 埼玉栄高18 石井　聡司 鈴木　しのぶ

埼玉栄高16 埼玉栄高19 上島　啓介 飯塚　真由美

埼玉栄高17 埼玉栄高20 小林　雛子 宇根　佳司

大出　正樹 高山　佳明 白石　容子 堀口　正彦

審判員：班編制表 2020.11.22

第一体育館

第二体育館



１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート １０コート １１コート １２コート

１班 ２班 ３班 ４班 ５班 ６班 ７班 ８班 ９班 １０班 １１班 １２班

五本木　茂 高橋　浩子 山川　恭子 中川　淳子 亀卦川　真貴子大澤　美千代　重松　聡美　   横尾　尚 大隈　きみ枝 浜名  良知 寺西　俊晴 伊藤　和好

櫻井　匠 須永　和男 斎藤　淳 中澤　早紀 上島　啓介 星野　晃一 森田　真帆 中山　武 沼田　祥代 佐古　洋子 関根　理恵 佐々木　達

古賀　康幸 山本　郁 野村　悟朗 篠原　博子 三枝　篤史 長谷川夕里子 今井　多恵子 森永　美和 伊東　紀子 宮澤　千秋 白鳥　杏里 橋本　明日香

松丸　京子 風間　健二 浅葉　友美 秋山　ゆかり 安部　智子 坂脇　賢二 大塚　幸子 渡辺　皇士 萩原　一彰 苅安　亜由美 岩澤　彰 小玉　恒一郎

安藤　秀夫 渡辺　裕子 林　　謙太郎 鶴ヶ島５ 後藤　秀一 山寺　知恵美 鶴ヶ島６ 竹内　裕也

１３コート １４コート １５コート １６コート

１３班 １４班 １５班 １６班

埼玉栄高21 埼玉栄高26 川端　直人 髙橋　鋭行

埼玉栄高22 埼玉栄高27 熊田　芙蓉 関川　翔太

埼玉栄高23 埼玉栄高28 塚越　亮壮 山下　希々葉

埼玉栄高24 埼玉栄高29 牛山　潤哉 髙橋　佳恵

埼玉栄高25 埼玉栄高30 五十嵐　智子 手塚　篤人

第二体育館

審判員：班編制表 2020.11.23

第一体育館


