
平成27年度全日本シニアバドミントン選手権三重県予選大会　ル

2015－7」18，19

コスモ石油体育館
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宍戸　基

30歳以上舅子複（30MD）

膿．臣も」　　　　　　　　　荒木　正和
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40歳以上男子複（40MD）

吉田　仁　（有田BC）

吉居　卓俊　（有田BC）

山下　太郎　（FOX）

大野　静夫　（FOX）

3竃暖出聖霊 （三菱化学）
（三菱化学）

伊藤　慎司　（NTN）

中野　和寿　（桑名世友）

武中　美好　（ガチョウ倶楽部）
寺久保　敏（ガチョウ倶楽部）

3頂瑠苦笑憲……喜出芸書写三

山田　直彦
山田　真

永坂　昌信
奥田　耕司

森口　良二
上田　優紀

（泊山クラブ）
（川越クラブ）

（コスモ石油）
（コスモ石油）

（三重県庁）
（有田BC）
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（カセット率（勝ち試合の多い順）
②ゲーム率（勝ちゲーム数÷総ゲーム数）
（卦ポイント率（取得点数÷総点数）
※同率が2租の場合は当該者間の勝敗にて決定
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1〆冨蓋警笥

野崎　隆幸
土井　吉光

（三重県庁）
（三重県庁）

（名人会）
（川越クラブ）

安藤　温子　（CHISATO）

三浦　美紀子（NIA）

松原　真弓　（桑名世友）
風見　栄里子（桑名世友）

山本　都美子（小俣レディース）
中西　亮子　（小俣レディース）

川端　裕子　（松阪クラブ）
辻　仁美　　（松阪クラブ）

象予；巽大会

55歳以上男子複（55MD）
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1　　　　　　　　　辻　広行

60歳以上男子複（60MD）

黒川　順次
水谷　悦郎

億㌔吉子

45歳以上女子達（45WD）

脚、Ⅶい．．i　　　　　　　　川口　真紀
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50歳以上女子複（50WD）

55歳以長子巌55W。）

澤井　美幸

飯田　裕子

奥野　文書

水越　祥子
加藤　ひとみ
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（コスモ石油）
（DSP）

（羽友会）
（川越クラブ）

（小俣レディー
（小俣レディース）

（津マミーズ）
（津マミーズ）

（小俣レディース）
（小俣レディース）
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（カセット率（勝ち言式合の多い順）
（かゲーム率（勝ちゲーム数÷総ゲーム数）
（卦ポイント率（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
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且）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

40歳以上男子単（40MS）

森山　唯史（三菱化学）

大野　静夫　（FOX）

山田　直彦（泊山クラブ）

森口　良二（三重県庁）

阿部　信幸（泊山クラブ）

馬場　義樹（ウイングス）

佐藤　浩一（富士電機）

野村　廉士（三重県庁）

◎ 織田　勝弘（美里クラブ）
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50歳以上男子単（50MS）

秋山　一弥　（三菱化学）

藤島　弘幸　（三重県庁）　　　6

山下　太郎　（FOX）　　　　　7

永坂　昌信　（コスモ石油）

伊藤　慎司　（NTN）　　　　4

鶏野呂　英希　（泊山クラブ）

佐藤　滋晃　（富士電機）

東　太朗　（泊山クラブ）

野々村　謙二（Nitto）

宮本　雅則　（シンフォニア）
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（リセット率（勝ち試合の多い順）
（かゲーム率（勝ちゲーム数÷稔ゲーム数）
（卦ポイント率（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

60歳以上男子単（60MS）

拶 土井　吉光（川越クラブ）

三浦　美紀子（NIA）

風見　栄里子（桑名世友）

岡田　和康　（昭和四日市石油）

直美　　（小俣レディース）

45歳以上女子単（45WS）

＿＿＿」亡　　　　　、東エミ
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（四日市クラブ）
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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
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佐海　雄紀（松阪クラブ）
川嶋　亜矢子（川越クラブ）

森口　良二（三重県庁）
森口　沙織（有田BC）

安藤　温子（CHISATO）

杉山　智　（シンフォニア）

原　直美　（小俣レディース）

山田　直彦（泊山クラブ）
白石　郁子（霞クラブ）

東　太朗　（泊山クラブ）

東　エミ　　（四日市クラブ）

松島　法行（桑名世友）
立石　圭子　（フリー）

伊藤　慎司（NTN）
広瀬　まり子（東員クラブ）
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30歳以上混合複（30MIX）
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35歳以上混合複（35MIX）

【＿＿二二二二・・・．・．＿＿二三三ま＿＿＿＿＿＿＿－＿　宍戸　基　（泊山クラブ）
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40歳以上混合複（40MIX）

細江　由理　（桑名世友）

中村　功　（伊勢しごう）
三浦　美紀子（NIA）

森山　唯史　（三菱化学）
風見　栄里子（桑名世友）

阿部信幸　（泊山クラブ）
吉岡　美帆　（CHISATO）

林　誉　　　（西林寺BC）

川口　真紀　（津マミーズ）

中野　和寿　（桑名世友）
松原　真弓　（桑名世友）
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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


