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市川審判団名簿の更新（棚卸し）についてのお願い 

 
市川市バドミントン協会では公認審判員の資格取得推進および資格保有者による適切な

試合進行を実現するため、平成 26 年より市川審判団を結成し活動を行っています。現在も

市協会主催大会の決勝トーナメントの審判協力等の活動を実施しておりますが、今後一層

の活動活発化のため市川審判団名簿の更新（棚卸し）を実施することとなりました。 
つきましては更新作業にあたり、協会会員の皆様にご協力いただきたい事項を下記にま

とめました。ご多忙の折、恐縮ですが各クラブメンバの方々に周知およびご対応をいただけ

ますようお願い申し上げます。 
 

記 
 
１．依頼事項 
これまで市川審判団へのご協力の意思表示をいただいた方（＝市協会主催大会での決勝

トーナメントの審判に協力をいただいた方）を別紙にまとめております。今後もご協力いた

だける方につきましては、ご本人様にて以下のメールアドレスへ『お名前・所属クラブ名・

保有審判資格（級）および番号・連絡先メールアドレス』をご連絡いただけますでしょうか。 
 

ichikawa.umpires@gmail.com 
 
受信確認後、担当理事よりメール返信いたします。もし１週間以上返信のない場合は最寄

りの協会役員までお知らせください。また、今後本メールにて審判団活動にかかるご連絡を

お送りしますので当メールアドレスからのメール受信許可設定等をお願いいたします。 
併せて、新規に審判団活動にご協力いただける方も募集しております。ご協力可能な方は

同様に本メールアドレスまでご連絡をいただけますと幸いです。 
 
なお、更新のご連絡は 9 月 30 日までにお願いいたします。ご連絡なかった場合につきま

してはこれまで累積の審判協力ポイントが無効となりますのでご注意ください。 
 

【参考１】審判団活動内容について 
市川審判団の活動は主に『市協会主催大会の決勝トーナメントにおける主審対応』となり

ます。各大会当日に協力依頼のアナウンスを大会本部より実施しておりますので、ご協力い

ただける方は本部までお越しください。 
 

【参考２】審判団協力の特典 
審判団活動にご協力いただいた方には以下の特典がございます。（詳細は担当理事まで） 
・審判協力 1 試合ごとに 1pt(=500 円)の審判更新費用補助 
・年度内 2 大会以上のご協力をいただいた場合、翌年の市協会登録費相当額補助 

以上 
別紙 市川審判団名簿（確認用） 



市川審判団名簿

H30゜登録クラブ H30゜登録クラブ H30゜登録クラブ H30゜登録クラブ

新井　径代 38 斉藤　美幸 4 千葉　里恵 18 森田　由子 46

荒谷　淳子 18 坂井　玲子 26 常守　智子 25 柳川　弘恵 46

飯野　育子 非登録 佐々木　誠 15 永野　幸代 46 山口　淳子 46

池田　雅子 18 佐藤　和美 17 沼田　尚美 26 山本　常子 26

市川　明子 25 佐藤　むつみ 51 平井　克英 11 祐徳　比呂子 26

一戸　裕大 42 実川　吉彰 26 平井　孔明 11 祐徳　弘己 26

伊藤　敦子 26 島田　真知子 18 深谷　久美子 18 吉田　雄 49

今田　結城 11 島本　尚典 49 福田　京子 46 吉野　真幸 12

井利　くにこ 25 新満　葉子 46 福田　美由紀 46 米沢　千江美 17

大和田　宣伸 11 杉町　敬人 11 藤田　志津恵 非登録 米田　佐智子 非登録

岡元　夕佳 38 鈴木　雄次 非登録 二畑　浩和 11 阿部　智浩 42

落合　太一 非登録 清酒　弓江 非登録 堀口　敏秋 42 菊池　英俊 4

面　祐子 17 関口　美由 11 前田　彩恵子 49 橋口　尚二 51

鹿島　直紀 17 曽我　淳子 26 松本　明子 25 犬飼　かをり 38

加藤　ひとみ 25 染谷　祐志 11 丸山　富士子 17 高井　保子 38

兼田　好恵 46 高木　美枝子 46 三浦　弘樹 非登録 酒井　香織 26

北川　景子 26 高田　祥美 38 美濃　麻利子 49 小原　哲也 11

黒田　和俊 26 高野　秀人 50 宮越　晃代 26 川﨑　厚子 38

小杉　雅子 51 高村　智子 46 宮前　弓子 46 大和田　雪恵 11

斉藤　三千代 21 竹内　祐 7 森　雅明 36 齊藤　貴之 4

髙橋　一成 35 見﨑　絵理 11 岩脇　奨 7

クラブ番号 クラブ名 人数 氏名1(6)(11) 氏名2(7)(12) 氏名3(8) 氏名4(9) 氏名5(10)

4 稲越 3 斉藤　美幸 齊藤　貴之 菊池　英俊

6 大柏 0

7 大野 2 岩脇　奨 竹内　祐

11 行徳 10 今田　結城 平井　克英 平井　孔明 大和田　宣伸 杉町　敬人

染谷　祐志 小原　哲也 大和田　雪恵 見﨑　絵理 二畑　浩和

12 勤労青少年 1 吉野　真幸

15 市川西部 1 佐々木　誠

17 手児奈 6 佐藤　和美 米沢　千江美 面　祐子 関口　美由 鹿島　直紀

丸山　富士子

18 市川東部 5 千葉　里恵 荒谷　淳子 池田　雅子 島田　真知子 深谷　久美子

21 エアロータス 1 斉藤　三千代

25 フレンズ'92 5 常守　智子 市川　明子 井利　くにこ 松本　明子 加藤　ひとみ

26 レインボー 12 坂井　玲子 沼田　尚美 山本　常子 祐徳　比呂子 実川　吉彰

祐徳　弘己 伊藤　敦子 曽我　淳子 酒井　香織 北川　景子

黒田　和俊 宮越　晃代

35 コスモス 1 髙橋　一成

36 幸小 1 森　雅明

38 スマイル 6 新井　径代 岡元　夕佳 犬飼　かをり 高井　保子 高田　祥美

川﨑　厚子

42 福栄小 3 一戸　裕大 阿部　智浩 堀口　敏秋

46 レモン 11 森田　由子 柳川　弘恵 永野　幸代 山口　淳子 福田　京子

新満　葉子 福田　美由紀 兼田　好恵 高木　美枝子 高村　智子

宮前　弓子

49 ＣＵＢＥ 4 吉田　雄 島本　尚典 前田　彩恵子 美濃　麻利子

50 新浜 1 高野　秀人

51 ＷＩＮ２１ 3 佐藤　むつみ 橋口　尚二 小杉　雅子

非登録 7

合計 83

  これまで市川審判団へのご協力の意思表示をいただいた方（＝市協会主催大会での決勝トーナメントの審判に協力をいただいた方）
の一覧となります。本紙の通り、今後も審判団の活動にご協力いただける方は本紙記載のメールアドレスまでご連絡をお願いいたします。


