
氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

30歳以上 男子 安藤　大 美翔団 梅枝　武臣 有田Ｂ.Ｃ 前田　和紀 有田Ｂ.Ｃ

35歳以上 男子 早川　朋宏 三菱ケミカル 澤村　浩幸 三重県庁 橋詰　貴規 美翔団

40歳以上 男子 宍戸　基 泊山クラブ 大石　幸生 美翔団 森口　良二 三重県庁

45歳以上 男子 中村　功 伊勢しごう 永坂　昌信 コスモ石油 野呂　英希 泊山クラブ

50歳以上 男子 佐藤　浩一 富士電機 出口　一馬 四日市市役所 伊藤　慎司 ＮＴＮ

55歳以上 男子 中井　義樹 三重県庁 森本　和幸 ＮＩＡ 澤口　達哉 本田技研

60歳以上 男子 土井　吉光 川越クラブ 稲垣　仁 川越クラブ

65歳以上 男子 岡田　和康 昭和四日市石油 松田　大吉郎 羽友会 河原　賢治 名人会

70歳以上 男子 工藤　勝廣 フリー

30歳以上 女子 川嶋　亜矢子 川越クラブ

35歳以上 女子 細江　由理 桑名世友

45歳以上 女子 鈴木　美紀子 ＮＩＡ

50歳以上 女子 風見　栄里子 桑名世友 川口　真紀 津マミーズ 齋藤　ゆか ＣＨＩＳＡＴＯ

55歳以上 女子 中西　亮子 小俣レディース

60歳以上 女子 中村　元美 小俣レディース 乾　恵子 ＣＨＩＳＡＴＯ

65歳以上 女子 森　多恵子 ヴィヴィット

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

増井　弘行 ウイングス 木下　侑希 泊山クラブ 梅枝　武臣 有田Ｂ.Ｃ

川嶋　亜矢子 川越クラブ 樋口　晃子 ｐｅｎａ ｂｒａｎｃａ 松本　真奈美 有田Ｂ.Ｃ

田中　精一 向日葵 宍戸　基 泊山クラブ

田中　美樹 向日葵 細江　由理 桑名世友

森口　良二 三重県庁 秋山　一弥 三菱ケミカル 中山　和幸 有田Ｂ.Ｃ

森口　沙織 有田Ｂ.Ｃ 古川　早苗 四日市クラブ 渡辺　久美 桑名世友

坂本　雄二 Ｎｉｔｔｏ 山田　真 川越クラブ 豊田　法生 ウイングス

安藤　温子 ＣＨＩＳＡＴＯ 宮本　泰子 霞クラブ 上野　道代 霞クラブ

芦谷　勉 東芝メモリ 阿部　信幸 泊山クラブ 林　誉 西林寺ＢＣ

前田　仁美 四日市クラブ 吉岡　美帆 ＣＨＩＳＡＴＯ 川口　真紀 津マミーズ

中西　昌利 三重県庁 朝日奈　正光 美里クラブ 奥野　浩 中部電力

中西　亮子 小俣レディース 山本　都美子 小俣レディース 濱口　輝美 四日市クラブ

土井　吉光 川越クラブ 野崎　隆幸 名人会

森川　和代 四日市クラブ 野崎　智代 小俣レディース

平成３０度全日本シニアバドミントン選手権三重県予選大会

各種目別結果

【シングルス】 １　位 ２　位 ３　位

　種目

【ミックスダブルス】 １　位 ２　位 ３　位

　種目

30歳以上

60歳以上

開催日時、場所 ： 2018-6-2、3　　コスモ石油体育館

35歳以上

40歳以上

45歳以上

50歳以上

55歳以上



平成３０度全日本シニアバドミントン選手権三重県予選大会

各種目別結果 開催日時、場所 ： 2018-6-2、3　　コスモ石油体育館

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

木下　侑希 泊山クラブ 梅枝　武臣 有田Ｂ.Ｃ

岩本　和久 ウイングス 前田　和紀 有田Ｂ.Ｃ

森山　唯史 三菱ケミカル 山下　大介 有田Ｂ.Ｃ 宍戸　基 泊山クラブ

秋山　一弥 三菱ケミカル 中山　和幸 有田Ｂ.Ｃ 大石　幸生 美翔団

豊田　法生 ウイングス 山田　直彦 泊山クラブ 杉山　智 シンフォニア

中村　功 伊勢しごう 山田　真 川越クラブ 服部　巌 桑名世友

東　太朗 泊山クラブ 阿部　信幸 泊山クラブ 鳥居　幸美 美里クラブ

坂本　雄二 Ｎｉｔｔｏ 芦谷　勉 東芝メモリ 林　誉 西林寺ＢＣ

森本　和幸 ＮＩＡ 奥野　浩 中部電力 中西　昌利 三重県庁

土井　吉光 川越クラブ 澤口　達哉 本田技研 中井　義樹 三重県庁

野崎　隆幸 名人会

佐藤　和夫 川越クラブ

岡田　和康 昭和四日市石油 岡田　茂 名人会 竹内　幹仁 名人会

稲垣　仁 川越クラブ 中浜　信男 シンフォニア 河原　賢治 名人会

各務　絵里加 松阪ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ樋口　晃子 ｐｅｎａ ｂｒａｎｃａ

中野　雅永 松阪ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ横溝　沙希 フリー

松本　真紀 小俣クラブ 細江　由理 桑名世友 佐藤　雅子 フリー

田端　亜弥 小俣クラブ 森口　沙織 有田Ｂ.Ｃ 牧　美幸 小俣レディース

安藤　温子 ＣＨＩＳＡＴＯ 森田　直子 五十鈴クラブ 国枝　智美 ＣＨＩＳＡＴＯ

堀内　佳奈 ＣＨＩＳＡＴＯ 水谷　明子 五十鈴クラブ 伊東　歩 ＣＨＩＳＡＴＯ

前田　仁美 四日市クラブ 山中　美和 ＣＨＩＳＡＴＯ 馬場　みか ウイングス

東　エミ 四日市クラブ 田中　勝子 美里クラブ 村岡　純子 ＮＩＡ

川口　真紀 津マミーズ 飯田　裕子 小俣レディース 松原　真弓 桑名世友

澤井　美幸 津マミーズ 奥野　文香 小俣レディース 風見　栄里子 桑名世友

山本　都美子 小俣レディース 竹内　美栄子 霞クラブ 濱口　輝美 四日市クラブ

中西　亮子 小俣レディース 宮本　泰子 霞クラブ 小池　恵子 四日市クラブ

中村　元美 小俣レディース 森川　和代 四日市クラブ

槙野　いく子 小俣レディース 乾　恵子 ＣＨＩＳＡＴＯ

秋山　陽子 四日市クラブ

森　多恵子 ヴィヴィット

　種目

30歳以上 男子

【ダブルス】 １　位 ２　位 ３　位

40歳以上 男子

45歳以上 男子

50歳以上 男子

55歳以上 男子

60歳以上 男子

65歳以上 男子

35歳以上 女子

30歳以上 女子

40歳以上 女子

45歳以上 女子

50歳以上 女子

55歳以上 女子

60歳以上 女子

65歳以上 女子
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