
ID:1134738 男性1名　女性0名　計1名

ID:1177438 男性7名　女性0名　計7名

秋吉 秀則 阿部 純一 粟根 章光 池田 誠司 上田 馨子 江草 渉 大下 美春 太田 俊祐 小野塚 慎一郎 小原 健太 恩地 孝明 垣尾 舟汰 掛田 智花

加藤 慎也 河村 孝啓 北川 浩三 北川 祐大 教誓 祐二郎 熊本 裕一朗 黒田 晋 古月 遥 小林 弘典 坂本 篤宏 佐久間 愛 佐藤 紘行 讃井 敬三

ID:1109575 重田 知見 眞谷 博昭 新谷 正輝 杉原 広昭 瀬戸 剛 高梨 保樹 高山 正明 竹田 明男 谷野 弘明 津田 弥子 手島 祥平 中島 明日香 中原 迅

花岡 幸世 日浦 克也 樋口 未奈 平義 隆雄 藤墳 恵美子 中水 順一 中村 飛翔 中村 夏樹 二反田 建翔 松木 健太 松本 雅司 松本 陽介 三宅 邦明

宮崎 拓 保井 良介 安原 亜璃佐 山田 大将 山本 風太 吉武 裕 渡邉 真代

男性46名　女性13名　計59名

秋本 豪 飯田 和明 井開 昇 池田 武志 市田 雅明 井戸 良一 入川 新一 岩田 憲和 岩田 宣之 内海 雅博 占部 秀孝 江草 伸哉 江原 舞

大瀬 元貴 大山 智恵美 岡崎 綾香 岡本 斉己 梶山 篤 梶山 泰弘 片岡 義仁 嘉戸 裕之 神本 康弘 亀井 公敏 川崎 賢一 川崎 雄峰 北村 泰規

ID:1634005 来山 英明 木原 虹気 木村 世紀 木村 竜也 樹山 廣之 京楽 淳一 清原 秀之 黒本 篤叔 桑田 和久 講崎 和洋 小倉石 一哉 齋藤 紀之 迫川 隆彦

佐々木 克己 佐藤 彰洋 三王 優貴 宍戸 優太 杉原 弘 高橋 幸太 高橋 毅士 竹島 和之 田中 勉史 田中 孝明 谷原 徹也 鶴田 友康 鶴永 竜一

寺岡 稔博 藤 潤次 堂野 文男 戸田 範之 外山 勇希 寅尾 陽一 鳥越 一馬 中島 薫 中司 皓太 中塔 栄二 中原 伊久美 中村 篤史 中村 茂

中村 真樹子 縄稚 昭敏 新本 惣一朗 西本 秀樹 箱田 善久 花野木 政信 羽原 俊輔 濱本 紘典 林 聡洋 林 輝彦 原 雅毅 日笠 晴夫 平賀 翔子

平田 州正 平本 則雄 昼田 拓弥 廣末 彰夫 福田 洋平 藤田 裕司 藤本 芳之 前田 明博 前藤 絵真 前藤 美彩 松浦 淳 松下 彰吾 松本 慎司

松本 尚子 三島 誠 水田 英仁 皆川 幸子 宮本 雅也 室積 卓也 望月 真澄 森田 真伸 門田 光史 山﨑 翔太郎 山高 勇樹 山本 海土 行武 長治

横田 学 横山 辰徳 吉岡 康元 吉田 昭彦

男性98名　女性10名　計108名

阿井 博 赤尾 元 秋田 智恵 東 裕二 足立 孝太 有田 悠二 有間 宏史 井伊 明日香 池田 秀樹 石岡 歩 石坂 聡章 石田 佳奈 石原 剛

板垣 健次 板倉 誠二 井戸 伸一 稲田 博之 猪木 真 井早 翼 岩田 真一 上田 志津江 上田 英生 上田 仁 畝本 奈穂 宇野 敬三 江口 泰史

ID:1634365 枝長 弘幸 枝広 直之 王野 直和 大井 洋平 大浦 正道 大倉 正寛 大坂 俊二 大下 和郎 大槻 清一 大場 渉 大橋 英樹 大山 浩平 岡 伸樹

岡田 章宏 岡田 献 岡田 誠嗣 岡田 貴臣 岡本 善幸 小川 征児 奥川 聖純 奥屋 彰 小笹 康輔 小田 実 梶谷 寛士 片山 新 片山 聡

金本 章範 鎌田 隆臣 鎌田 正幸 上手 靖生 亀田 哲 栢木 一成 河相 博明 川崎 浩 川崎 浩三 川西 英昭 川村 圭司 菊地 貴明 北川 泰三

北﨑 龍太郎 北村 紳 木下 宏二 木原 誠二 工藤 一幸 久保 雄揮 熊本 健二 倉田 正人 倉光 健司 黒河 直樹 桑木 亮輔 河内 哲志 河野 貴紀

山住 泰光森原 隆望月 公平皆川 義紀

Ｃ級

Ｄ級

Ｂ級

Ａ級 竹内 智己市川 雄介

Ｓ級 大谷 英紀

12月3日時点

（一財）広島県バスケットボール協会　審判委員会所属審判員
2018年度登録者　一覧

男性781名　女性198名　計979名

中島 淳



児島 久雄 後東 貴之 小林 千夏 小林 誠 小松 広道 是山 覚然 今野 大輔 齋藤 裕美 坂井 理恵 坂上 瞬 榊原 隼 相方 澄子 坂本 徹也

坂本 博司 崎家 岳 櫻井 収一 佐古 昭子 佐古 元直 迫川 皓輝 佐々木 彩華 佐々木 真一 佐瀬 海斗 佐藤 深幸 三田 あや 島谷 誠之進 清水池 美緒

下田 愛子 下平 真実 白川 拓矢 白水 良尚 新開 伸弘 新谷 里奈 随行 つぐみ 杉原 真司 杉原 美香 杉本 健 隅田 一 住谷 貴光 陶山 憲治

千菊 基司 惣木 正雄 曽根 智 髙木 結子 高野 法雄 高橋 幸二 高橋 訓 高橋 督 高橋 美和子 高橋 亮 田川 佳子 田川 佳人 竹内 俊介

武田 喬 竹葉 勝弘 竹村 和洋 田代 充宏 立神 俊文 伊達 正貴 立道 明大 田所 正 田中 健 棚田 寛二 棚原 通 田原 滋樹 玉井 尚樹

玉置 知佳子 田村 勝 辻 宗明 津田 大貴 津田 敏子 土橋 一美 坪川 喜代伸 津村 茂 手島 孝樹 徳山 浩志 戸田 康之 戸高 真也 土肥 明日香

内藤 倖太 中島 大陸 中田 翔平 永田 忠徳 仲田 祐介 永谷 弘 長友 康城 中野 裕介 中村 孝 中村 徹志 中村 成宏 並川 公弘 仁井 俊輔

西尾 友貴 西岡 隆史 西川 ひまり 西本 宏典 西屋 優人 西山 俊輝 西山 晴之 新田 正博 沼井 公啓 箱崎 宏志 橋岡 駿佑 橋本 真 橋本 智和

橋本 三嗣 濱川 美月 濱田 志郎 浜田 真司 浜中 祐一 濱村 昌平 原田 徹 原田 文男 東 一伸 東迫 克 樋口 健吾 平尾 渉 福永 隆行

福増 浩二 藤井 晃子 藤井 麻子 藤井 順二 藤井 孝章 藤井 夏樹 古舘 忠行 古本 晃靖 正田 琢朗 舛田 かおり 増田 周太 松崎 建詩 松下 美智子

松田 大 松田 武志 松田 浩 松本 晃治 松本 涼 松屋 万記 真東 利亘 三浦 潤也 溝坂 太成 皆川 文隆 南 慎一 三次 希恒 三輪 和太郎

村井 幸太郎 村井 芳弘 村上 康規 村上 恵崇 村武 亨 望月 慶輔 森岡 高行 森垣 雅俊 森田 文男 森原 勝 矢倉 涼 保田 正昭 安永 英彦

柳川 拓也 山崎 大輔 山崎 裕太 山下 大輔 山田 伸二 山手 寄喜宏 山本 研一 山本 晶 山本 聖仁 山本 芳幸 湯浅 弘毅 柚本 清次 横田 光則

与座 淳 吉田 逸郎 吉田 悦男 吉武 裕登 吉津 孝昭 吉村 優香 若井 豪 渡部 彩子 渡辺 和彦 渡辺 洋平

男性223名　女性34名　計257名

相原 一夫 青山 琴音 赤石 裕介 赤木 英志 秋山 悦子 秋吉 秀哉 東 晶子 穴水 優也 阿部 宏明 天野 翔吾 天野 真結 新垣 さゆり 荒木 佳子

荒木 亮 荒谷 洋治 井内 康貴 生馬 一平 池内 和樹 池田 孝太郎 池田 早織 池田 征幸 井坂 正則 石井 秀樹 石井 龍児 石川 啓史 石口 雄二

ID:1634803 石坪 健太 石飛 志津香 石原 隆博 井嶋 真司 泉 公人 出羽 利至 板倉 椋 板村 敦彦 伊藤 謙一 伊藤 昌文 井成 智江 井上 大介 井上 貴晴

井上 弘士 井上 学 井林 雅美 井原 健 今村 剛 伊良部 勝志 入江 忠司 入川 由佳 磐淺 千春 岩井 勇太 岩田 幸子 岩波 絵里子 岩本 真一郎

上田 正 植田 達輝 上仲 駿 植永 智也 上本 怜 上本 真理 浮田 法也 牛尾 彰宏 内田 早紀 内村 諭史 内山 美紀 宇根川 裕一 江崎 徹夫

江刺 裕司 海老谷 英 応和 秀一 大内 貴暁 大枝 あかり 大久保 達夫 大久保 弥生 大倉 果純 大坂 朋子 大下 新悟 大田 研人 大竹 忠裕 大谷 睦

大塚 尚志 大中 亮平 大成 孝司 大野 潤 大野 春奈 大庭 光紀 大橋 舞人 大畠 健市 大濱 康弘 大原 きみ子 大平 慎一 大前 竜哉 大村 政喜

大森 裕之 岡 直也 岡崎 順治 岡崎 昌宏 岡田 亜佳音 岡田 清 岡田 博明 岡田 真代 岡田 裕介 岡野 耕士 岡村 修二 岡本 一郎 岡本 克哉

岡本 真一 小川 純平 小河 静治 小川 剛史 沖田 有沙 沖中 花音 沖本 瑠里 奥原 錦 小田 寛文 越智 大輔 越智 奈保子 落合 克樹 落合 亮

小野 耕二 小野 裕介 甲斐 ももこ 加川 勝 鍵谷 毅 掛橋 竜祐 春日部 将也 片岡 三佳 片桐 毅 片原 茜 片山 剛 加藤 太 加藤 まゆみ

加藤 龍馬 門脇 沙貴 門脇 良人 金尾 百恵 金村 剛 金子 大輔 金田 理歩 上垣内 祥 加美田 祐也 紙田 莉緒 神谷 唯花 上山 さくら 亀田 穣

河相 久美子 河合 雅人 川内 勇人 川岡 もも子 川上 佳那恵 川口 健太 川口 竜也 川口 司 川口 真子 川口 由季未 川崎 健二 川崎 信一 川﨑 伸之

川中 美紅 川西 政樹 神田 ゆかり 神原 えり子 菊池 久美枝 木坂 啓亮 岸 岳志 岸田 正明 北尾 勇祐 木谷 歩 来山 桂子 木下 貴弘 木下 福太郎

木村 慎 木村 敏男 清末 真一 清原 悠太 楠 智久 國枝 隆 國岡 義広 國崎 佑介 國弘 悠介 國本 潤 久能 悠里 久原 啓 久冨木 ゆかり

久保 翔太 久保 康子 藏本 聡 倉吉 里栄 栗林 佑介 栗間 茂樹 黒田 智広 黒谷 幸男 桑野 和哉 桑原 孝典 小池 高志 小池 佑宗 郷田 尚恵

郷田 雅宏 河野 圭佑 河野 展大 小坂 拓矢 小勝負 翼 児玉 渉史 児玉 聖士 後藤 豪邦 壽 信也 小山 佳苗 小山 真史 是永 樹々 近藤 和輝

近藤 尚貴 近藤 正樹 齊藤 卓 齋藤 怜史 佐伯 貴昭 坂上 友美 坂田 悠也 坂本 千晶 坂脇 裕馬 佐倉 秀俊 迫川 雅代 迫川 美咲 佐々木 章一郎

佐々木 崇行 篠村 崇 佐竹 弘明 佐藤 恵二 佐藤 麻依子 佐藤 昌美 佐藤 勝 佐藤 由麻 佐藤 芳美 佐原 聡利 佐原 義澄 澤田 和昌 澤田 麻里子

Ｅ級

Ｄ級



三王 汐 塩田 秀也 重友 秀美 宍戸 りえ 下西 宣雄 品川 裕希 篠原 大空 柴田 英二 柴田 房子 柴山 真太郎 清水 稜 下窄 健嗣 治郎丸 裕恵

塩飽 和弘 新宅 剛士 新谷 勝治 末廣 憲二 末光 清香 菅 顕二郎 菅原 香織 菅原 尚隆 菅原 学 杉原 芳子 杉本 匡厳 杉山 高志 助田 龍信

鈴木 堅剛 鈴木 裕司 鈴木 雄太 住田 梨嘉 洲本 遥 瀬戸 友佳理 十川 洋子 祖田 智宏 曽根田 和志 多賀 一貴 高井 健太朗 高岡 由宇 高垣 佑斗

高梨 弘 高橋 学 高原 遼介 高松 正治 田窪 元貴 竹田 徹也 武田 知久 武田 光信 武田 美穂 竹本 和行 竹本 真也 田下 真志 立田 ルミ子

竪畠 昇司 田中 浩司 谷岡 俊介 谷口 未聡 谷本 幸治 谷脇 一禎 谷脇 宏和 多根 清隆 田原 弘人 玉里 周二 田村 裕美 丹下 幸彦 地川 浩司

千葉 光輝 辻 計志 津野 太紀 坪井 保憲 坪岡 淳 出来谷 淳二 寺田 友梨香 寺廻 唯 寺本 謙次郎 寺本 隆一郎 寺山 太佳子 照屋 伸也 徳武 太郎

戸野 文雄 殿原 一宏 冨吉 祐治 豊田 和美 内藤 翔生 中井 徳昭 中木 俊宏 永澤 慶三 永澤 敏之 中島 聖道 中島 透 永田 貴夫 中谷 浩丈

中西 宏行 中野 航 中道 優介 中村 花楓 中村 香織 中村 勝樹 中村 紫穂 中本 薫 中本 紀那 仲谷 健 中山 早紀 成清 哲平 成田 ナシロ

西澤 里采 西島 啓央 西村 幸樹 西村 雅美 西村 有香 西本 彩音 西本 健航 西本 憲晋 西本 富志章 西森 暢治 西山 昌樹 新田 美涼 蒐場 寿郎

鼠家 秀敏 野上 哲男 野口 飛鳥 野崎 立 野間田 隆 野村 卓矢 橋本 昭宏 橋本 静 橋本 正明 橋本 陽子 畠中 晋 畠迫 文彦 波多野 浩樹

服部 嘉行ハバコン クリスチャン浜田 幸一 濱田 伸哉 濱中 茂希 林 佳士 林 輝昭 原 昌史 原田 歩樹 原田 悠史 樋上 豊 久松 知哉 久光 千登勢

日高 直也 尾藤 郁哉 百目 崇 平 紀子 平井 里菜 平垣内 朋子 平川 次郎 平嶋 あすか 平田 篤 平田 直敏 平田 伸宏 平田 利江子 平谷 知加子

平原 聡 平見 真希人 平山 浩之 廣井 翔伍 深坂 早織 福井 威一郎 福島 彰宏 福留 美穂 福長 奎輔 福松 和恵 福本 航 福本 航 藤井 麻加

藤井 和之 藤井 久美 藤井 健一 藤井 俊也 藤川 浩司 藤川 了太 藤田 正雄 藤武 幸輔 藤谷 直基 藤平 高憲 藤本 圭吾 藤本 建司 藤本 哲也

藤本 祐里 藤原 悦也 藤原 勝典 二羽 章子 舟山 勇司 古庄 大介 古屋敷 貢 堀江 誠治 堀切 紘生 本家 安泰 本間 愛実 前川 直紀 前田 香子

前田 千代 前田 梨恵 前中 海 槙原 善明 舛形 克彦 松井 沙希 松尾 康平 松尾 直幸 松岡 慎二 松岡 裕紀 松田 宗太郎 松谷 卓馬 松原 汐音

松本 亜紀子 松本 いずみ 松本 京子 松本 新 松森 吉彦 的場 帥弥 真鍋 一成 間東 紀充 三浦 修司 見影 馨 三上 海勇 水本 尚志 三谷 康治

道原 晃司 光島 正樹 光守 崇 湊﨑 敦志 皆水 泰裕 三原 順子 三原 友紀 宮 裕子 宮木 孝 三宅 皓未 宮里 真容子 宮本 享由 三好 映理子

三好 由梨亜 村岡 秀和 村岡 龍 村上 晃史 村上 竜也 村上 正久 村上 学 森 早香 森岡 孝行 森川 晃彬 森川 慶人 森島 未明 森田 賢伍

森近 和代 森信 真樹 森本 智子 森山 裕平 森脇 貴 諸岡 徹 門出 剛 安井 由紀子 安田 慶治 保田 真治 柳田 超 矢野 愛子 矢野 一史

矢野 博史 矢吹 麻美 山内 大輝 山縣 直也 山口 祐哉 山崎 仁 山下 海 山下 浩生 山下 裕也 山下 竜太 山科 淳 山城 優子 山田 敏也

山田 祐介 山村 崇 山本 恵美子 山本 隼也 山本 拓己 山本 哲也 山本 徹 山本 昌史 山本 正洋 山本 美香 山本 道隆 山本 理恵 八幡 拓馬

横田 康治 横田 肇 横畠 敏信 横畠 博之 横山 志穏 吉井 英毅 吉岡 知紗 吉岡 利有 吉上 隆 吉崎 理 吉田 歩 吉田 直樹 吉田 直哉

吉田 裕志 吉田 正秀 吉田 勇気 吉村 涼 米中 美絵 寄谷 直正 若島 愛 脇村 博之 和田 梢 渡辺 綾子 渡邊 翔子 渡辺 崇 渡辺 直人

渡辺 佳寿

男性406名　女性141名　計547名

（一財）広島県バスケットボール協会　　審判委員会　ライセンス管理部
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