
平成30年度　チーム登録審判員　認定者名簿（1ブロック）

市川南スパローズ 保坂　保 2018-1B-7 中国分ドリームス 相澤　秀樹 2018-1B-4
市川南スパローズ 後藤　治久 2018-1B-2 中国分ドリームス 武重　佳宏 2018-1B-3
市川南スパローズ 斉藤　亘 2018-1B-1 中国分ドリームス 橘田　大輔 2018-1B-3
市川南スパローズ 三浦　政高 2018-1B-2 中国分ドリームス 金城　雄三 2018-1B-3
市川南スパローズ 寺司　智一朗 2018-1B-1 中国分ドリームス 的場　雅仁 2018-1B-2
市川南スパローズ 黒須　秀典 2018-1B-1 中国分ドリームス 間中　孝広 2018-1B-2
市川南スパローズ 高瀬　雅裕 2018-1B-2 中国分ドリームス 齋藤　眞路 2018-1B-1

北国分ヤンチャーズ 津野　健司 2018-1B-1 真間ウエスタン 澤田　信弘　 2018-1B-1
北国分ヤンチャーズ 尾高　吉典 2018-1B-1 真間ウエスタン 佐々木　規之 2018-1B-3
北国分ヤンチャーズ 小林　清志 2018-1B-5 真間ウエスタン 山田　誠 2018-1B-2
北国分ヤンチャーズ 吉山　広一 2018-1B-2 真間ウエスタン 勝又　貴 2018-1B-3
北国分ヤンチャーズ 阿部　大和 2018-1B-2 真間ウエスタン 島田　幸一 2018-1B-3
北国分ヤンチャーズ 増田　利哉 2018-1B-2 真間ウエスタン 篠塚　稔 2018-1B-1
北国分ヤンチャーズ 佐藤　仁 2018-1B-5 真間ウエスタン 青木　信太郎 2018-1B-1
国府台じゅんさいず 勝海　聡 2018-1B-2 真間ウエスタン 高橋　克典 2018-1B-1
国府台じゅんさいず 森本　正樹 2018-1B-1 新田エンゼルス 黒田　茂郎 2018-1B-11
国府台じゅんさいず 矢花　孝文 2018-1B-4 新田エンゼルス 吉野　充俊 2018-1B-3
国府台じゅんさいず 近藤　治人 2018-1B-5 新田エンゼルス 神谷　貞浩 2018-1B-3
国府台じゅんさいず 岡本　行弘 2018-1B-1 新田エンゼルス 田上　伸一 2018-1B-3
国府台じゅんさいず 橋本　正 2018-1B-3 新田エンゼルス グエン　ダン　チュン 2018-1B-1
国府台じゅんさいず 奥田　健司 2018-1B-2 新田エンゼルス 菊田　朋幸 2018-1B-2
中国分ドリームス 中台　繁一 2018-1B-19 新田エンゼルス 川原　信一 2018-1B-1



平成30年度　チーム登録審判員　認定者名簿（2ブロック）

曽谷ファイターズ 舟木　正春 2018-2B-7 平川レッドスターズ 木暮　裕之 2018-2B-2
曽谷ファイターズ 森　久範 2018-2B-6 平川レッドスターズ 根本　清 2018-2B-7
曽谷ファイターズ 遠藤　清之 2018-2B-2 平川レッドスターズ 増子　健義 2018-2B-1
曽谷ファイターズ 元吉　政仁 2018-2B-2 宮久保野球部 植草　隆 2018-2B-2

曽谷連合子ども会野球部 本間　俊行 2018-2B-1 宮久保野球部 小林　明 2018-2B-2
曽谷連合子ども会野球部 本間　俊行 2018-2B-8 宮久保野球部 佃　延夫 2018-2B-2
曽谷連合子ども会野球部 佐々木　瞭 2018-2B-3 宮久保野球部 相馬　章二 2018-2B-1
曽谷連合子ども会野球部 古茶　康彦 2018-2B-2 宮久保野球部 黒田　健一 2018-2B-1

平川レッドスターズ 東野　正博 2018-2B-2 宮久保野球部 大川　俊之 2018-2B-1
平川レッドスターズ 宮崎　正 2018-2B-2 宮久保野球部 池田　幸司 2018-2B-2
平川レッドスターズ 町山　清 2018-2B-2 宮久保野球部 水口　剛 2018-2B-1
平川レッドスターズ 工藤　友宏 2018-2B-2
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市川アスナロズ 河原　利孝 2018-3B-11 菅野ポールスターズ 筒井　明 2018-3B-3
市川アスナロズ 恒田　安晋 2018-3B-1 菅野ポールスターズ 軽部　学 2018-3B-1
市川アスナロズ 大石　雅夫 2018-3B-3 菅野ポールスターズ 小野里　淳也 2018-3B-1
市川アスナロズ 小谷　宏一 2018-3B-2 鶴指少年野球部 橋本　英樹 2018-3B-11
市川アスナロズ 玉野　誠 2018-3B-1 鶴指少年野球部 大海 正樹 2018-3B-4
市川アスナロズ 上野　譲 2018-3B-1 鶴指少年野球部 内山 賢 2018-3B-3
市川アスナロズ 篠塚　明 2018-3B-1 鶴指少年野球部 福島 篤志 2018-3B-1
市川アスナロズ 村下　尚宏 2018-3B-1 鶴指少年野球部 前田 修志 2018-3B-3
鬼越鬼高メッツ 鈴木　誠 2018-3B-1 鶴指少年野球部 鶴岡 憲一 2018-3B-3
鬼越鬼高メッツ 榎本　哲也 2018-3B-2 鶴指少年野球部 折笠 隼也 2018-3B-1
鬼越鬼高メッツ 村田　浩 2018-3B-1 鶴指少年野球部 石川 晴隆 2018-3B-1
鬼越鬼高メッツ 森川　竜平 2018-3B-1 稲荷木イーグルス 近藤　勉 2018-3B-1
鬼越鬼高メッツ 金子　祐人 2018-3B-1 稲荷木イーグルス 木村　政明 2018-3B-1
鬼越鬼高メッツ 齋藤　弾 2018-3B-1 稲荷木イーグルス 奥山 秀一 2018-3B-4
鬼越鬼高メッツ 横山　祥佳 2018-3B-1 稲荷木イーグルス 大谷　剛 2018-3B-3

コンバットフレンズ 三好 幹夫 2018-3B-4 稲荷木イーグルス 大日向  直樹 2018-3B-1
コンバットフレンズ 宮本 哲秀 2018-3B-1 稲荷木イーグルス 増渕　卓 2018-3B-2
コンバットフレンズ 中山 裕誠 2018-3B-1 稲荷木イーグルス 鶴岡　大輔 2018-3B-1
コンバットフレンズ 江島 好輝 2018-3B-1 平田サターンズ 山下 浩史 2018-3B-3
コンバットフレンズ 平田 貴 2018-3B-1 平田サターンズ 櫻井 健二郎 2018-3B-3
コンバットフレンズ 神田 優顕 2018-3B-4 平田サターンズ 白石 将寛 2018-3B-1
コンバットフレンズ 福原 豊 2018-3B-3 八幡チャレンジャーズ 鷹尾 泰伸 2018-3B-3

大和田シラサギ野球部 山中　将之 2018-3B-2 八幡チャレンジャーズ 荒井 清宏 2018-3B-2
大和田シラサギ野球部 杉原　辰徳 2018-3B-2 八幡チャレンジャーズ 細川 朋広 2018-3B-1
大和田シラサギ野球部 寺田　雅人 2018-3B-3 八幡チャレンジャーズ 安齋 亮一 2018-3B-1
大和田シラサギ野球部 加藤 琢爾 2018-3B-1 八幡チャレンジャーズ 千田 洋 2018-3B-1
大和田シラサギ野球部 山田　和昌 2018-3B-1 八幡チャレンジャーズ 持木 智俊 2018-3B-1
大和田シラサギ野球部 山田　和生 2018-3B-3 八幡チャレンジャーズ 谷口 敦也 2018-3B-1
大和田シラサギ野球部 高倉　貴行 2018-3B-3 八幡チャレンジャーズ 新村 晃司 2018-3B-2
菅野ポールスターズ 沖西　卓雄 2018-3B-4 八幡チャレンジャーズ 笠島 健一 2018-3B-1
菅野ポールスターズ 石川　真吾 2018-3B-1 八幡チャレンジャーズ 三條 理典 2018-3B-1
菅野ポールスターズ 金子　淳 2018-3B-2 八幡チャレンジャーズ 遠田 展之 2018-3B-1
菅野ポールスターズ 北川　尚徳 2018-3B-2
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あおばペアーズ 川名 仁 2018-4B-7 柏井ユナイテッド 飯塚　孝志 2018-4B-3
あおばペアーズ 竹本 眞之 2018-4B-3 柏井ユナイテッド 二本柳　掌一 2018-4B-3
あおばペアーズ 黒須 幸一 2018-4B-5 柏井ユナイテッド 吉村　武志 2018-4B-2
あおばペアーズ 岩本 勝利 2018-4B-2 北方中央野球部 佐原　雅之 2018-4B-1
あおばペアーズ 古賀 寛 2018-4B-2 北方中央野球部 内野　友英 2018-4B-1
あおばペアーズ 加藤 伸悟 2018-4B-3 北方中央野球部 藤田　伸矢 2018-4B-2
あおばペアーズ 吉村 昌記 2018-4B-1 北方中央野球部 布施　光啓 2018-4B-1
あおばペアーズ 荒関 洋一 2018-4B-1 北方中央野球部 太田　雅典 2018-4B-2

市川アポロ 山本 圭太 2018-4B-1 北方中央野球部 長島　任則 2018-4B-1
市川アポロ 鈴木雄作 2018-4B-2 北方中央野球部 伊東　信一 2018-4B-2
市川アポロ 小鹿島太郎 2018-4B-2 北方東部少年野球部 高畑　順祐 2018-4B-4
市川アポロ 大塚栄治 2018-4B-2 北方東部少年野球部 平田　十久雄 2018-4B-4
市川アポロ 武田敏明 2018-4B-2 北方東部少年野球部 榎本　範行 2018-4B-3
市川アポロ 三浦祐介 2018-4B-1 北方東部少年野球部 庄司　貴史 2018-4B-2
市川アポロ 中川和彦 2018-4B-1 北方東部少年野球部 奥澤　豪士 2018-4B-2

大野ホーマーズ 田村　晃一 2018-4B-5 北方東部少年野球部 亀田　泰隆 2018-4B-4
大野ホーマーズ 岩元　隆承 2018-4B-3 北方東部少年野球部 中村　功司 2018-4B-2
大野ホーマーズ 森田　治彦 2018-4B-3 みかどファイターズ 尾下　和之 2018-4B-4
大野ホーマーズ 鳥羽　稔 2018-4B-2 みかどファイターズ 上田　幸亮 2018-4B-1
大野ホーマーズ 田村　芳憲 2018-4B-2 みかどファイターズ 橋本　博行 2018-4B-5
大野ホーマーズ 竹田　大 2018-4B-2 みかどファイターズ 野田　真吾 2018-4B-1
大野ホーマーズ 牧野　珠比太 2018-4B-1 みかどファイターズ 丸山　喜広 2018-4B-5
柏井ユナイテッド 蓬莱　邦彦 2018-4B-1 みかどファイターズ 藤原　康史 2018-4B-1
柏井ユナイテッド 鈴木　崇之 2018-4B-4 みかどファイターズ 梨本　幸広 2018-4B-5
柏井ユナイテッド 完倉　友幸 2018-4B-1
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高谷野球部 菅野　丈雄 2018-5B-3 塩焼ちどりウイングス 増田明久 2018-5B-1
高谷野球部 由利　哲也 2018-5B-6 宝スワローズ 村上　真也 2018-5B-3
高谷野球部 加来　一生 2018-5B-1 宝スワローズ 大森 慎司 2018-5B-1
高谷野球部 寺西　考太郎 2018-5B-5 宝スワローズ 嶋津　 堅 2018-5B-1
高谷野球部 今井　健一 2018-5B-4 原木少年野球部 加藤　真哉 2018-5B-2
高谷野球部 石田　秀樹 2018-5B-2 原木少年野球部 　鈴木　孝浩　 2018-5B-1
高谷野球部 高森　光輝 2018-5B-1 原木少年野球部 金子　智門 2018-5B-5

塩焼少年野球部 秋本　弥健夫 2018-5B-10 本塩子ども会野球部 大岡 泰助 2018-5B-3
塩焼少年野球部 鈴木　晴海 2018-5B-10 本塩子ども会野球部 水谷 彰宏 2018-5B-3
塩焼少年野球部 花澤　直樹 2018-5B-7 本塩子ども会野球部 高城　典男 2018-5B-2
塩焼少年野球部 寺島　俊治 2018-5B-2 本塩子ども会野球部 佐々木　大輔 2018-5B-3
塩焼少年野球部 星野　　聡 2018-5B-6 本塩子ども会野球部 平野　広大 2018-5B-2
塩焼少年野球部 園田　晶穂 2018-5B-2 本塩子ども会野球部 永沼 直樹 2018-5B-1
塩焼少年野球部 米長　和高 2018-5B-2 本塩子ども会野球部 飯倉 秋夫 2018-5B-1
塩焼少年野球部 佐藤　正美 2018-5B-2 本塩子ども会野球部 井上 親睦 2018-5B-1

塩焼ちどりウイングス 鬼頭 直樹 2018-5B-3 ルネ新妙典マリーンズ 佐々木　勝義 2018-5B-4
塩焼ちどりウイングス 平野太一 2018-5B-1 ルネ新妙典マリーンズ 小孫　邦裕 2018-5B-2
塩焼ちどりウイングス 和島功衛 2018-5B-2 ルネ新妙典マリーンズ 西村　和久 2018-5B-1
塩焼ちどりウイングス 萩平吉彦 2018-5B-1 ルネ新妙典マリーンズ 中尾　賀俊 2018-5B-1
塩焼ちどりウイングス 山形一洋 2018-5B-1 ルネ新妙典マリーンズ 山田　光洋 2018-5B-1
塩焼ちどりウイングス 鈴木慎幸 2018-5B-1 ルネ新妙典マリーンズ 飯沼　啓助 2018-5B-1
塩焼ちどりウイングス 坂本康 2018-5B-2 ルネ新妙典マリーンズ 西野　学 2018-5B-5
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新井子ども会野球部 柏木 文彦 2018-6B-2 富浜バッファローズ 上田　宗司 2018-6B-1
新井子ども会野球部 松島　大輔 2018-6B-4 富浜バッファローズ 石井　廉 2018-6B-1
新井子ども会野球部 森本　大士 2018-6B-6 新浜野球部 木村　淳崇　 2018-6B-10
新井子ども会野球部 渡邊　　剛 2018-6B-3 新浜野球部 黒葛　彰則 2018-6B-5
新井子ども会野球部 中村　正義 2018-6B-6 新浜野球部 山根　直人 2018-6B-3
新井子ども会野球部 中野　秀一 2018-6B-1 新浜野球部 大西　修司 2018-6B-2
新井子ども会野球部 伊藤　源一 2018-6B-1 新浜野球部 竹村　好正 2018-6B-2

新井三丁目ジャガーズ 安藤　　潤 2018-6B-3 新浜野球部 石井　圭一 2018-6B-0
新井三丁目ジャガーズ 針ヶ谷　直嗣 2018-6B-4 新浜野球部 発知　哲也 2018-6B-1
新井三丁目ジャガーズ 佐藤　一人 2018-6B-4 福栄かもめファイターズ 野出　佳孝 2018-6B-5
新井三丁目ジャガーズ 須藤　高弘 2018-6B-4 福栄かもめファイターズ 岩堀　清和 2018-6B-5
新井三丁目ジャガーズ 曽根　義博 2018-6B-2 福栄かもめファイターズ 中嶋　力也 2018-6B-1
新井三丁目ジャガーズ 山本　　護 2018-6B-2 福栄かもめファイターズ 秋村　泰憲 2018-6B-1
新井三丁目ジャガーズ 加藤　　尚 2018-6B-2 福栄かもめファイターズ 舌間　敬樹 2018-6B-6

AKキッズ 藤田　信之 2018-6B-12 福栄かもめファイターズ 金原　宏光 2018-6B-4
AKキッズ 田村　裕貴 2018-6B-6 福栄かもめファイターズ 今野　啓博 2018-6B-3
AKキッズ 荒　慎一郎 2018-6B-3 福栄かもめファイターズ 山本　　満 2018-6B-1
AKキッズ 鷲津　　徹 2018-6B-3 富美浜イーグルス 池田　勇 2018-6B-4
AKキッズ 向後　弘樹 2018-6B-2 富美浜イーグルス 田嶋　大祐 2018-6B-4
AKキッズ 佐々木　雅俊 2018-6B-2 富美浜イーグルス 岩瀬　悦治 2018-6B-3
AKキッズ 西川　晋平 2018-6B-2 富美浜イーグルス 小野田　直人 2018-6B-2

香取1丁目子ども会野球部 髙橋　有二 2018-6B-22 富美浜イーグルス 幸田　雄介 2018-6B-1
香取1丁目子ども会野球部 葛谷　貞治 2018-6B-6 富美浜イーグルス 網本　真一 2018-6B-2
香取1丁目子ども会野球部 蜂須賀　大介 2018-6B-6 富美浜イーグルス 伊勢田　貴 2018-6B-5
香取1丁目子ども会野球部 白尾　達美 2018-6B-5 南行徳ホークス 草野　泰紳 2018-6B-4
香取1丁目子ども会野球部 森口　大資 2018-6B-3 南行徳ホークス 岩井　真吾 2018-6B-2
香取1丁目子ども会野球部 向後　正也 2018-6B-2 南行徳ホークス 後藤　浩靖 2018-6B-2
香取1丁目子ども会野球部 伊藤　幸夫 2018-6B-1 南行徳ホークス 田中　直樹 2018-6B-1

富浜バッファローズ 吉岡　敏雄 2018-6B-12 南行徳ホークス 及川　貴宏 2018-6B-2
富浜バッファローズ 平林　昭二 2018-6B-4 南行徳ホークス 清水　謙一 2018-6B-2
富浜バッファローズ 山崎　健一 2018-6B-4 南行徳ホークス 田中　満 2018-6B-2
富浜バッファローズ 恒石　幸司 2018-6B-2 南行徳ホークス 押川　道浩 2018-6B-1
富浜バッファローズ 尾高　正昭 2018-6B-1


	全体

