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男子複（MD）
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（コスモ石油）

（コスモ石油）

木下　借希　（泊山クラブ）

坂倉　功達　（泊山クラブ）

稲垣　貴裕　（暁高校）
金児　直哉　（暁高校）

山本　茂人
小竹　剛生

竹内　壮真
椿　陣

倉屋　翔太
泉　智貴

山口　慎人
平井　遼

清水　雄介
松本　憲人

吉田　岳志
佐藤　李耶

（三重大学）
（三重大学）

（皇学館高校）
（皇寧館高校）

（向日葵）
（向日葵）

（暁高校）
（暁高校）

（三重県庁）
（有田BC）

（暁高校）
（暁高校）

中西　泰基　（ウイングス）

久保田　修平（ウイングス）

大西　雄大　（皇撃館高校）
竹川　真書　（皇学館高校）

坂本　恭士郎（津東高校）
荒木　健太　（津東高校）

今岡　玄　（暁高校）
森　悠之助　（暁高校）

東　史哉　　（三重大学）

寺田　渓　　（三重大学）

◎豊川墓‡琵認

中村　功
斎藤　有矢

丸山　雄平

山本　博斗

大谷　啓斗
大西　魁

大石　幸生

（伊勢工業高校）
（高田高校）

（暁高校）

（暁高校）

（皇学館高校）
（皇学館高校）

（美翔団）
鎌田　正幸　（美翔団）

正木　唯斗　（南が丘中学）

小寺　星瑠　（南が丘中学）

寺山　勇　　（三菱化学）

丸谷　太一
（向日葵）

中原　陵　（暁高校）
小林　陸　（暁高校）

玉田　隆最　（皇学館大挙）

演井　竜輔　（皇学館大挙）

田端　慶太郎（小俣クラブ）
吉田　浩平　（小俣クラブ）

寺本　海斗　（暁高校）
池田　大鹿　く暁高校）

石井　壱音（伊勢しごうクラブ）

中川　竜次　（明野高校）

岩本　和久　（ウイングス）

稲垣僚　（Start）

高橋　高芳　（泊山クラブ）
大山　明紀　（コスモ石油）

笹渕　康孝　（皇学館高校）
出口　啓情　（皇学館高校）

鎌田　志門　（美翔団）

橋詰　貴規　（美翔団）
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女子複（WD）

亜里紗（皇学館高校）

辻　仁美

水谷　明子

小林　悠奈
池村　美穂

松田　真依
金子　曙

（皇撃館高校）

（松阪クラブ）
（松阪クラブ）

（皇学館大学）
（皇学館大学）

（暁高校）
（暁高校）

小口　梨紗　（小俣中学）

梅村　優衣　（小俣中学）
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小林　彩筆　（暁高校）
水谷　円香　（暁高校）

川口　真紀　（津マミーズ）

澤井　美幸　（津マミーズ）

白藤　翠　　（AZ’）

中村　砂帆子（AZ’）

坂崎　楓　　（暁高校）
小林　楓　　（暁高校）

中西　亮子　（小俣レディース）

清橋美歩（小俣レディース）　′10

白　散薬　（皇撃館大学）
川　祐希　（皇撃館大学）
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関矢　夕芽　（暁高校）
成田　亜美　（暁高校）

中村　元美　（小俣レディース）

槙野いく子（小瞑レディース）

前田　夏　　（皇学館高校）

梅村　愛埋　（皇撃館高校）

向原　怜奈　（三重大学）
石田　晶穂　（三重大学）

山岡　未沙　（暁高校）

清水　瑞生　（暁高校）

最明　紗恵　（向日葵）
宮本　華　　（向日葵）

林　優希　　（暁高校）

鍋島　英里香（暁高校）

伊東　歩
国枝　智美

稲田　理沙
平井　明波

古川　晶工

小林　史歩

（CHISATO）

（CHISATO）

（三重大学）
（三重大学）

（皇学館高校）
（皇学館高校）

眞弓　恵理子（ウイングス）
清水　亜矢　（向日葵）
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混合複（MIX）

1雷悪霊孟子雷芦庁）

⑳2喜冒墓芸‡：j：崖芸書写；

3真吾慧歪‡畏昆覧ブ）

4警悪霊慧‡語菖宗ブ）

5需要希（泊山クラブ）
（ウイングス）

6霊器慧釜沼呂芸；

⑳
大西　雄大（皇撃館高校）
櫻谷　祐衣（皇学館高校）

中西　泰基　（ウイングス）
白藤　翠　　（AZ’）

大山　明紀　（コスモ石油）

城　亜里沙　（B山eBear’S）

田端　慶太郎（小俣クラブ）
山中　恵　　（小俣クラブ）

山川　荊輝　（ウイングス）

馬場　未夢　（ウイングス）

稲垣　僚　　（Start）

宮本　華　　（向日葵）

山本　茂人　（三重大学）

向原　怜奈　（三重大学）

斎藤　有矢　（高田高校）
水谷　あずさ（高田高校）
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男子単（MS）

考　護

川　連　（暁高校）

2　竹川　真幸　（皇学館高校）

3　寺本　海斗　（暁高校）

4　金児　直哉　（暁高校）

5　坂本　恭士郎（津東高校）

6　寺田　渓　　（三重大学）

7　山川　慶人　（磯部中学）

8　佐藤　李耶　（暁高校）

9　坂倉　功達　（泊山クラブ）

10　出口　啓悟　く皇学館高校）

11丸山　雄平　（暁高校）

1転上智明 （コスモ石油）

13　大西　雄大　（皇学館高校）

14　山本　博斗　（暁高校）

15　寺山　勇　　（三菱化学）

16　中野　貴之　（有田BC）

17　小林洋平（暁高校）

18　鎌田　正幸　（美翔団）

19　平井　遼　（暁高校）

20　東史哉　　（三重大学）

21中原　陵　（暁高校）

22　椿　陣　　（皇学館高校）

23　古川　築　（暁高校）

2015／8／15－16

四日市中央緑地体育館

茂人（三重大学）

荒木　健太（津東高校）　　25

今岡　玄（暁高校）　　26

大西　魁（皇学館高校）　27

大山　明紀（コスモ石油）　28

笹渕　康孝（皇学館高校）　29

田尻　陽人（コスモ石油）　30

森　悠之助（暁高校）　　31

右江　隆聖（鳥羽東中学）32

小林　陸（暁高校）　　　33

鎌田　志門（美翔団）　　　34

大谷　啓斗

吉田　岳志（暁高校）　　　36

浅沼　大輝（皇学館大学）　37

山口　慎人（暁高校）　　38

船橋　優介（ウイングス）　39

小竹　剛生（三重大学）　　40

裏梅枝　武臣（有田BC）　　41

稲垣　貴裕（暁高校）　　　42

池田　大農（暁高校）　　43

竹内　壮真（皇学館高校）　44

安藤　大　（美翔団）　　　45



第34回三重県バドミントン総合選手権大会

女子単（WS）

（暁高校）

2　努藤　柚　（皇学館高校）

3　水谷　円香　（暁高校）

4　谷水　亜里紗（皇学館高校）

5　清水　瑞生　（暁高校）

6　石田　晶穂　（三重大学）

本　緑青　（皇学館中学）

8　梅村　愛埋（皇学館高校）

9　松田　真依　（暁高校）

10　玉田　朱乃　（伊勢工業高校）

日　金子　曙　（暁高校）

12　向原　怜奈　（三重大学） ′燕
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成田　亜美　（暁高校）

前田　夏　（皇学館高校）14

小林　楓　（暁高校）　　15

山岡　未沙　（暁高校）　　16

小林　史歩　く皇学館高校）17

小林　彩筆　．（暁高校）　　18

林　優希　（暁高校）　　19

古川　晶エ（皇学館高校）　20

鍋島　英里香（暁高校）　　21

平井　明波　（三重大学）　22

坂崎　楓　（暁高校）　　23

関矢芽紅‘小俣中学’感


