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全日本シニア予選大会

2013－7－20，21

コスモ石油体育館

罠シニアバドミントン選

35歳以上舅子種（35MD）
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森山　唯史　（三菱化学）
秋山　一弥　（三菱化学）

橋爪　孝文（小俣クラブ）
中山　和幸（有田BC）

石原　勝巳
山川　安春

中山　貴博
服部　巌

吉田　仁
吉居　卓俊

国枝　隆良
稲向　裕一

（FOX）

（美里クラブ）

（桑名世友）
（桑名世友）

（有田BC）
（有田BC）

（泊山クラブ）
（川越クラブ）

坂本　雄二　（日東電工）

阿部　信幸（泊山クラブ）

高木和広　（三重県庁）
野村廃土　（三重県庁）

禁箔句
40歳以上男子櫨（40MD）

45歳以上男子複（45MD）

50歳以上舅子種（50MD）

宍戸　基　　（泊山クラブ）

大石　幸生　（富士通）

森口　良二　（三重県庁）
山下　大介　（有田BC）

山田　直彦
山田　真

大谷　敏広
中野　和寿

馬場　義樹
安藤　豪一

河本　和久
小谷　良人

（泊山クラブ）
（川越クラブ）

（桑名世友）
（桑名世友）

（ウイングス）
（トライアンプ）

（AGOSHUTTLE）

（御薗クラブ）

佐藤　浩一　（フリー）

東　太朗　　（本田技研）

伊藤　慎司　（NTN）

吉本　和浩　（富士通）

宇佐美　浩司（泊山クラブ）
松林　勝己　（羽友会）

森本　和幸　（NIA）

出口　徹　（御薗クラブ）

豊田　浩　　（日東電工）

野々村　謙二（日東電工）

中井　義樹　（三重県庁）
中西　昌利　（三重県庁）
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平成25年度三重県シニアバドミントン選手権兼全日本シニア予選大会

2013－7－20．21

コスモ石油体育館

60歳以上男子撞（60MD）
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40歳以上女子櫨（40WD）

安藤　温子　　（CHISATO）

松尾　美紀子　（NIA）

吉岡　美帆
斎藤　ゆか

川端　裕子
川口　真紀

松原　真弓
風見　栄里子

（CHISATO）

（CHISATO）

（松阪クラブ）
（津マミーズ）

（桑名世友）
（桑名世友）

中西　亮子　　（小俣レディース）

中谷　うた子　（小俣レディース）

加藤　ひとみ　（四日市クラブ）
水越　祥子　（四日市クラブ）

森川　和代
乾　恵子

（四日市クラブ）
（C川SATO）

45歳以上女子複（45WD）

F
轟言及鹿
錦何軒切

50歳以上女子撞（50WD）

55歳以上女子櫨（55WD）

伊東　歩　　（CHISATO）

東　エミ　　　（四日市クラブ）

上野　道代　（霞クラブ）

水越　典子　（霞クラブ）

小海途　富美子（NIA）

青山　早苗　（CHISATO）

飯田　裕子
奥野　文香

宮本　泰子
角脇　洋子

濱口　輝美
小池　恵子

（小俣レディース）
（小俣レディース）

（霞クラブ）
（霞クラブ）

（四日市クラブ）
（四日市クラブ）
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コスモ石油体育館

30歳以上舅子単（30MS）

佐海　雄紀　（松阪クラブ）

◎池山弘志

◎森。良二

（御薗クラブ）

（三重県庁）

秋山　一弥　（三菱化学）

⑳森山唯史 （三菱化学）

2　　山川　安春　（美里クラブ）

3　　佐藤　滋晃　（富士電機）

Q 佐藤　浩一　（フリー）

2　　野村　廉士　（三重県庁）

3　　伊藤　慎司　（NTN）
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35歳以上男子単（35MS）

40歳以上男子単（40MS）

出口　一馬　（四日市市役所）

富永　耕治　（松阪クラブ）

溝口　将也　（清和クラブ）

宍戸　基　　（泊山クラブ）

藤島　弘幸　（三重県庁）

永坂　昌信　（コスモ石油）

山下　太郎　（FOX）　　　　　5

河本　和久　（AGOSHUTTLE）　6

山田　直彦　（泊山クラブ）

吉本　和浩　（富士通）

阿部　信幸　（泊山クラブ）

高木　和広　（三重県庁）
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コスモ石油体育館

50歳以上男子単（50MS）
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【リーグ戦順位決定基準】
①セット率（勝ち試合の多い順）
②ゲーム率（勝ちゲーム数÷総ゲーム数）
③ポイント率（取得点数÷総点数）
※同率が2組の場合は当該者間の勝敗にて決定

⑳新西寛子（AZ・）

今 奥野　佳代　（小俣レディース）

細江　由理　（桑名世友）

（四日市クラブ）

中西　亮子　（小俣レディース） ¢
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コスモ石油体育館

30歳以上混合複（30MⅨ）

A �"�C 傚�2�セット率 �5��ｸ8�zb�ポイント率 傀x犬�

A �ﾉ69�餤h��4X48984�5��｢��i=�ｫ������ｨ.��＼ �88h�ｸ�ﾒ���1ユー0 0 �8hｪr� �� ���

B 冢ﾉ�8ﾘ(譏�佰ﾉ?ｨ活�｢�ﾝxﾕﾙu)yﾘ�估ｹkﾉ�)th�｢�0－之 楓 ����28－⊥ 八 ����X8b� �� ��ﾒ�

C 儻�俟ｸ���傴ﾈﾞ84�8�7X�｢���Eｹyﾘﾆ(��4X48984�5��｢�0「乙 ＼ �8h�ｸu�����ﾒ�＼ �6s�� �� ��ﾒ�

40歳以上混合複（40MIX）

豊田　法生（ウイングス）
上野　道代　（霞クラブ）

東　太朗　（本田技研）
東　エミ　　（四日市クラブ）

山田　真　（川越クラブ）
宮本　泰子　（霞クラブ）

林　誉

川口　真紀

奥野　浩
奥野　文香

森本　和幸
青山　早苗

（西林寺BC）
（津マミーズ）

（中部電力）
（小俣レディース）

（NIA）

（CHISATO）

轟
45歳以上混合複（45MIX）

I

50歳以上混合撞（50MIX）

坂本　雄二
安藤　温子

山田　直彦
松原　真弓

石原　勝巳
水越　典子

（日東電工）
（CHISATO）

（泊山クラブ）
（桑名世友）

（FOX）

（霞クラブ）

森山　唯史　（三菱化学）
風見　栄里子（桑名世友）
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伊藤　慎司　（NTN）

白石　郁子　（霞クラブ）

安藤　泰彦　（富士ゼロックスMFG）

加藤　由紀　（四日市クラブ）

阿部　信幸　（泊山クラブ）
吉岡　美帆　（CHISATO）
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