
 
一般男子シングルス

立藤 正晃 (京都･BADMINTON VILLAGE）

9

高橋 翔太郎 (愛知･岩倉ﾊﾟﾗﾚﾙ）

1

辻花 孝博 (石川･小松ｸﾗﾌﾞ）

鎌田 志門 (三重･美翔団）

小泉 昂志 (滋賀･虎之介）

三田 靖之 (福井･ｹｾﾗｾﾗ）

茶谷 徳靖 (石川･金沢学院）

佐々木 涼 (神奈川･ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ）

谷津 怜史 (群馬･みどり市ｸﾗﾌﾞ）

東郷 友彦 (兵庫･Clear Chance）

村上 亮 (石川･MBA）

齋藤 彰 (兵庫･銀-しろがね-）

藤原 勇也 (島根･嶋本医院）

久保 貴裕 (石川･KBC）

桝井 保宏 (奈良･SHAYAKA'S）

明沼 陵司 (群馬･Qualia）

喜来 順司 (大阪･三国ｸﾗﾌﾞ）

橋爪 剛 (石川･KBC）

松尾 純次 (三重･ｳｲﾝｸﾞｽ）

清水 一行 (神奈川･ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ）

潮田 恭平 (神奈川･ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ）

関野 文哉 (石川･大吟醸ｸﾗﾌﾞ）

森  昭裕 (愛知･岩倉ﾊﾟﾗﾚﾙ）

川之上 泰則 (石川･小松ｸﾗﾌﾞ）

川上 大輔 (島根･嶋本医院）

松本 朗 (埼玉･鳶羽会）

綿谷 周平 (石川･小松ｸﾗﾌﾞ）

野澤 一哉 (群馬･Qualia）

菅野 悦司 (三重･美翔団）

三浦 健豊 (石川･KBC）

磯貝 謙太郎 (愛知･紫電会）

三澤 義彦 (石川･ﾊｾｶﾞﾜｽﾎﾟｰﾂ）

柏木 裕司 (奈良･SHAYAKA'S）

宮下 英之 (神奈川･KSBC）

錦織 健二 (石川･第3大勝丸）

永井 大吉 (岡山･永井BC）

林  潤一 (大阪･泉北ﾊﾞｰﾄﾞ）

上手 恵介 (石川･翼会）

山崎 元裕 (兵庫･零~ZERO~）

岩本 昇泰 (三重･ｳｲﾝｸﾞｽ）
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３０歳以上男子シングルス

松本 俊一 (群馬･みどり市ｸﾗﾌﾞ）

5

二嶋 延久 (広島･ｽｸﾗﾑ）

1

大原 健太郎 (兵庫･CHERRY）

下平 宗治 (埼玉･ﾃﾞﾋﾞﾙﾊﾞｯﾂ）

宍戸 基 (三重･泊山ｸﾗﾌﾞ）

篠原  彰 (愛知･不老ｸﾗﾌﾞ）

鳥毛 秀俊 (石川･にぃ~ちゃんず）

田村 和幸 (兵庫･西播ｸﾗﾌﾞ）

外所 一哉 (群馬･Qualia）

三村 和令 (滋賀･虎之介）

山﨑  大 (愛知･ﾊﾈﾂｷ会）

荒木 直人 (大阪･勝山OB会）
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３５歳以上男子シングルス

高井 雅也 (兵庫･三木ｼｬﾄﾙ）

6

小島 敏計 (群馬･Qualia）

1

吉田 仁 (三重･蚕心倶楽部）

谷口 広明 (京都･SUNS）

有田 圭一 (大阪･大阪ﾌｪﾆｯｸｽ）

鈴木 隆二 (兵庫･Plasma）

百丸 祐輝 (愛知･ｳｨｽﾀﾘｱ）

山田 直彦 (三重･泊山ｸﾗﾌﾞ）

今井 一雄 (富山･井口ｸﾗﾌﾞ）

山口 将史 (兵庫･武庫BC）

金城 勇 (三重･FOX）

豊見本 栄太郎 (京都･Antaler）

仲田 真基 (大阪･池田ｸﾗﾌﾞ）
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４０歳以上男子シングルス

鯉江 信明 (愛知･MUSCLE）

47

武中 孝寛 (兵庫･豊岡ｸﾗﾌﾞ）

今枝 英男 (岡山･きよまろん）

廣村 繁 (石川･津幡ｸﾗﾌﾞ）

沖塚 孝久 (三重･御薗ｸﾗﾌﾞ）

田中  光 (愛知･岩倉ﾊﾟﾗﾚﾙ）

真野 功 (大阪･飛羽会）

高橋 光一 (石川･小松ｸﾗﾌﾞ）

水村 英次 (広島･ｽｸﾗﾑ）

正岡 毅 (大阪･畷ｼｬﾄﾙｽﾞ）

稲垣  亨 (愛知･呉越同舟）

田中 直樹 (京都･Antaler）

成清 恭智 (石川･小松ｸﾗﾌﾞ）

井口 昌好 (兵庫･TAJIMA）
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４５歳以上男子シングルス

楠本 直樹 (大阪･豊中ｸﾗﾌﾞ）

森本  順 (愛知･名古屋北ｸﾗﾌﾞ）

土坂 浩也 (京都･城陽ｸﾗﾌﾞ）

藤田 久 (大阪･三国ｸﾗﾌﾞ）

羽鳥 正美 (兵庫･ﾌﾞﾙｰｼｬﾝｽ）

家寿多 直樹 (兵庫･Super Bird）

江崎 欣和 (東京･FIRE-GT）

高井 啓之 (大阪･童心ｸﾗﾌﾞ）

島田 昌幸 (兵庫･Piyopiyo）

上田 和彦 (京都･ﾗﾋﾞｯﾄ）

渡辺 勝浩 (栃木･East）
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５０歳以上男子シングルス

野牧 喜幸 (大阪･SOB）

47

野花 芳弘 (兵庫･Fresh SANDA）

子川 桂二 (岡山･永井BC）

川口 敏夫 (京都･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸSCDD）

小池 博幸 (埼玉･ﾃﾞﾋﾞﾙﾊﾞｯﾂ）

永野 豊 (大阪･INOCOｸﾗﾌﾞ）

安田 元 (岡山･老松BC）

稲垣 慎二 (島根･嶋本医院）

福水 一郎 (兵庫･Piyopiyo）

佐野 康之 (静岡･SWAC）

福井 邦芳 (石川･額ﾊﾞｰﾄﾞ）

松下 泰司 (鳥取･飛鳥ｸﾗﾌﾞ）

幡野 幸夫 (大阪･飛羽会）

佐藤 一郎 (岡山･真備BC）
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５５歳以上男子シングルス

山本 清二 (京都･舞鶴ｸﾗﾌﾞ）

5

中林 正俊 (東京･FIRE-GT）

1

橘 功章 (大阪･泉北ﾊﾞｰﾄﾞ）

洞口 勝 (茨城･茨城）

熱田 廣文 (兵庫･ｱｲﾋﾞｰ）

永井 孝 (岡山･永井BC）

中村 昇 (兵庫･むささび会）

中島 真一 (奈良･IKOMA SA CLUB）

田中 優 (東京･FIRE-GT）

西村 義明 (三重･御薗ｸﾗﾌﾞ）

伊島 紀章 (兵庫･Cats）

横山 昌弘 (滋賀･T･B･A）
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６０歳以上男子シングルス

牛尾 俊秋 (兵庫･ADVANCE）

5

滝 正孝 (静岡･ｸﾗﾌﾞ富士山）

1

高木 謙一 (京都･乙訓ｸﾗﾌﾞ）

青山 伸幸 (愛知･大門ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ）

北出 隆 (大阪･Yｸﾗﾌﾞ）

宮本 勝裕 (石川･材木ｸﾗﾌﾞ）

山路 栄三郎 (兵庫･六甲ｸﾗﾌﾞ）

越前屋 直行 (愛知･RHBT）

永本 憲司 (京都･舞鶴ｸﾗﾌﾞ）

吉原 和夫 (滋賀･M･F･C）

塩飽 初 (兵庫･Piyopiyo）

松浪 新治 (大阪･SBC）
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６５歳以上男子シングルス

杉谷 義明 (大阪･九中ｸﾗﾌﾞ）

岡 国臣 (大阪･阪南ｸﾗﾌﾞ）

打田 博保 (兵庫･竜神ｸﾗﾌﾞ）

小原 武 (兵庫･三木赤とんぼｸﾗﾌﾞ）

久保川 正啓 (大阪･Yｸﾗﾌﾞ）1

2 3

4



 
一般女子シングルス

橋詰 久美 (大阪･Yｸﾗﾌﾞ）

守川 未紗 (兵庫･ｱｲﾋﾞｰ）

松本 真由美 (京都･ｽｲｰﾄｶﾞｰﾙｽﾞ）

小柳 知子 (島根･嶋本医院）

六車 美咲 (兵庫･Believe）

旭  智美 (大阪･枚方殿一ｸﾗﾌﾞ）

間瀬 さやか (愛知･RHBT）
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柏木 裕司

梅本 修平 (三重･ﾊﾞﾄﾙﾄﾞｱ） 岡下 智成

岩本 昇泰 (三重･ｳｲﾝｸﾞｽ） 森下 大輔 (石川･金市工ｸﾗﾌﾞ）

東崎 裕史 真田 裕介 (石川･高松ｸﾗﾌﾞ）

土肥 涼太 鎌田 志門

青地 佑介 菅野 悦司

高川 将也 永井 大吉

青木 崇 麻生 将豊

谷津 怜史 二嶋 延久

奥村 秀樹 浮田 憲一

小泉 昂志 松居 利和

関野 文哉 (石川･大吟醸ｸﾗﾌﾞ） 福島 哲也

橋爪 剛 (石川･KBC） 篠崎 予乙

宮下 英之 (神奈川･KSBC） 三田 靖之

佐々木 涼 (神奈川･ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ） 佐々木 盛孝

岩本 邦宏 上手 恵介

松原 由幸 虻川 友光 (大阪･三国ｸﾗﾌﾞ）

長谷川 純 林  潤一 (大阪･泉北ﾊﾞｰﾄﾞ）

大南 昌幸 日下部 裕紀

山田 隆一 (大阪･相生ｸﾗﾌﾞ） 林 成行

岡田 淳 (大阪･WhiteAngel）
村上 亮

茶谷 徳靖 (石川･金沢学院） 田上 靖貴

酒井 忠相 (石川･金市工ｸﾗﾌﾞ）
佐々木 優

野村 優一 稲垣 圭介

松本 朗 佐藤 恭平

原 昌広 芳賀 岳洋

河合 光夫 外所 一哉

小平 徹也 明沼 陵司

森  昭裕 久保 貴裕

梶谷 瑞樹 三浦 健豊

山崎 一慶 加藤 潤 (兵庫･高砂BS）

川之上 泰則 松尾 光弘 (兵庫･零~ZERO~）

松原 健治 高橋 翔太郎 (愛知･岩倉ﾊﾟﾗﾚﾙ）

林 拓也 山内 康弘 (愛知･ﾗｹｯﾄﾒｲﾄ）

野澤 一哉 三谷 俊博

山崎 大樹 (石川･MBA） 新 浩平

南 武志 (石川･金市工ｸﾗﾌﾞ）
松尾 純次

田中 康貴 斎藤 有矢

小森 大輔 潮田 恭平

清水 一行

一般男子ダブルス

(兵庫･三木ｼｬﾄﾙ）

(石川･KBC）

(群馬･みどり市ｸﾗﾌﾞ）

(滋賀･虎之介）

(和歌山･Jewel）

(石川･新神田ｸﾗﾌﾞ）

(埼玉･鳶羽会）

(広島･ｽｸﾗﾑ）

(愛知･岩倉ﾊﾟﾗﾚﾙ）

(島根･嶋本医院）

(石川･小松ｸﾗﾌﾞ）

(群馬･Qualia）

(兵庫･ｼｬﾄﾙ）

(奈良･SHAYAKA'S）

(三重･美翔団）

(岡山･永井BC）

(広島･ｽｸﾗﾑ）

(兵庫･PLAD）

(福井･ｹｾﾗｾﾗ）

(石川･翼会）

(埼玉･鳶羽会）

(石川･MBA）

(島根･嶋本医院）

(千葉･ちばｰず）

(群馬･Qualia）

(石川･KBC）

(石川･美川ｸﾗﾌﾞ）

(三重･ｳｲﾝｸﾞｽ）

(神奈川･ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ）
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井下 勝昌 (兵庫･Clear Chance）

竹下 裕二 木村 浩司 (兵庫･Volano）

鈴江 啓彦 杉山 弘明

元木 直樹 岩井 友則

永田 裕亮 高田 真二 (石川･pandora）

鳥毛 秀俊 (石川･にぃ~ちゃんず） 卯辰 外喜男 (石川･瓢友ｸﾗﾌﾞ）

西山 徹 (石川･羽咋ｸﾗﾌﾞ） 大植 康裕

宍戸 基 (三重･泊山ｸﾗﾌﾞ） 寺尾 学

中村 功 (三重･伊勢しごう）
清水 和信

森 智麿 野口  誠

大江 俊雄 川井 亮喜

難波 正賢 大岡 正典

茶田 哲志 奥野 一静

沖野 富士郎 (石川･金市工ｸﾗﾌﾞ） 池本 裕太郎

竹中 純也 (石川･高松ｸﾗﾌﾞ） 松原 哲也 (石川･飛翔会）

橋口 将忠 (愛知･大門ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ） 栄代 正男 (石川･MBA）

山﨑  大 (愛知･ﾊﾈﾂｷ会） 斎藤 仁

永井 慎一 脇山 崇

宮谷 剛 上田 優紀

長澤 俊之 中山 和幸

箕輪 郁雄 山田 一吉

宮寺 重行 本村 和也

松本 俊一 篠原  彰

玉木 利弥

３０歳以上男子ダブルス

(大阪･北清水ｸﾗﾌﾞ）
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12

(兵庫･成徳ｽﾏｲﾙ）

(石川･飛翔会）

(兵庫･CHERRY）

(石川･ｵｰﾙﾌﾟﾚｰﾔｰｽﾞ）

(埼玉･鳶羽会）

(群馬･みどり市ｸﾗﾌﾞ）

(大阪･かえる団）

(愛知･不老ｸﾗﾌﾞ）

(京都･ﾌｫﾙﾃｼﾓ）

(愛知･不老ｸﾗﾌﾞ）

(千葉･大柏）

(三重･蚕心倶楽部）
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10

(石川･瓢友ｸﾗﾌﾞ）

(滋賀･RED RIBBON）

(富山･山室中部）

5

6

7

19

20

1

2

3

21

22

11

13

14

15

16

17

18



 
豊田 法生 (三重･ｳｲﾝｸﾞｽ） 今井 一雄 (富山･井口ｸﾗﾌﾞ）

吉田 仁 (三重･蚕心倶楽部） 宮崎 明樹 (富山･南条ｸﾗﾌﾞ）

松林 友幸 竹内 敦史 (愛知･ﾌﾚｽｶ）

吉田 哲也 相武 成明 (愛知･横須賀ｸﾗﾌﾞ）

高垣 達洋 吉居 卓俊

吉岡 保樹 坂本 幸久

小島 敏計 宮谷 義浩 (石川･飛翔会）

横山 秀之 吉岡 直樹 (石川･あすなろｸﾗﾌﾞ）

塩田 昌則 高井 雅也

竹之内 仁 横田 雅士

橋爪 孝文 國信 建臣 (大阪･ATM）

奥村 英一 畑下 隆男 (大阪･中央ﾎｰﾑ）

中島 信頼 長井 純一郎

野村 憲康 岸本 圭太

大東 鐵太郎 田村 明

渡邉 元嗣 田村 豊

真野 功 山田 直彦 (三重･泊山ｸﾗﾌﾞ）

勝田 周樹 金城 勇 (三重･FOX）

豊見本 栄太郎 岡田 耕作

佐竹 弘基 小笠原 一徳

３５歳以上男子ダブルス

(富山･井口ｸﾗﾌﾞ）

5 9

(兵庫･三木ｼｬﾄﾙ）

(群馬･Qualia）

(奈良･NARA.MKS）

(三重･小俣ｸﾗﾌﾞ）

(愛知･BSﾓﾘﾀ）

(兵庫･猪名川ｸﾗﾌﾞ）

(大阪･飛羽会）

(京都･Antaler）

(三重･蚕心倶楽部）

(兵庫･三木ｼｬﾄﾙ）

(兵庫･ｼｬﾄﾙ）

(京都･太泰体振）

(愛知･大門ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ）

1
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4
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19



 
松原 伸幸 (愛知･貴船ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ） 富田 俊二 (愛知･紫電会）

岡本 哲哉 (愛知･ﾌﾗｲﾄｽﾎﾟｰﾂ） 岡田 政朗 (愛知･東海ｸﾗﾌﾞ）

古 貢 (石川･IBC） 馬場 義樹 (三重･ｳｲﾝｸﾞｽ）

池田 清之 (石川･瓢友ｸﾗﾌﾞ） 織田 勝弘 (三重･ｼｬﾄﾙ戦隊ﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼﾞｬｰ）

武中 孝寛 (兵庫･豊岡ｸﾗﾌﾞ） 中川 守

井口 昌好 (兵庫･TAJIMA） 廣村 繁

高橋 光一 川北 敏也 (兵庫･Super Bird）

成清 恭智 遠藤 裕司 (兵庫･ｳｯﾃﾞｨｼｬﾄﾙｽﾞ）

阿部 信幸 (三重･泊山ｸﾗﾌﾞ） 野村 央文 (石川･水曜会）

沖塚 孝久 (三重･御薗ｸﾗﾌﾞ） 坂東 陽月 (石川･大吟醸）

田中 一寛 稲垣  亨 (愛知･呉越同舟）

高橋 康司 稲垣 計規 (愛知･SETOMINTON）

松尾 誠一 田中 直樹

小林 安司 木村 篤哉

４０歳以上男子ダブルス
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1 9

(石川･小松ｸﾗﾌﾞ）

(大阪･大阪ﾌｪﾆｯｸｽ）

(兵庫･NANASEA'Z） (京都･Antaler）

(石川･津幡ｸﾗﾌﾞ）

2

3

5

68

10

11

1213



 
江口 武志 (兵庫･NANASEA'Z） 新田 正喜 (愛知･BSﾓﾘﾀ）

羽鳥 正美 (兵庫･ﾌﾞﾙｰｼｬﾝｽ） 辻口 裕信 (愛知･ﾌﾗｲﾄｽﾎﾟｰﾂ）

小林 稔 (大阪･中央ﾎｰﾑ） 掛水 孝男 (京都･平安ｸﾗﾌﾞ）

山口 弘二 (大阪･童心ｸﾗﾌﾞ） 池本 和彦 (京都･地位無09）

宮田 稔 松浦 啓介

奥田 兼己 中野 克也

川原 雅治 佐野 康之 (静岡･SWAC）

森本  順 石川 勝也 (静岡･ﾊﾟﾜｰｽﾞ）

田中 通孝 田中 善治

溝口 励児 中島 弘之

巽 宏之 真通 浩

吉川 徹 高橋 正浩

高井 啓之 (大阪･童心ｸﾗﾌﾞ） 伊島 紀章

藤田 久 (大阪･三国ｸﾗﾌﾞ） 村井 義数

上田 和彦 (京都･ﾗﾋﾞｯﾄ） 安川 直人

磯永 省三 (京都･ｼｬﾄﾙﾌｧｲﾌﾞ） 加納 渉

百田 和正 (兵庫･Fresh SANDA） 楠本 直樹 (大阪･豊中ｸﾗﾌﾞ）

上田 稔 (兵庫･Volano） 佐野 享 (大阪･SBC）

４５歳以上男子ダブルス

3 7

(京都･舞鶴ｸﾗﾌﾞ）

(愛知･名古屋北ｸﾗﾌﾞ）

(三重･伊勢しごう）

(奈良･NARA.MKS）

(兵庫･ｳｯﾃﾞｨｼｬﾄﾙｽﾞ）

(京都･乙訓ｸﾗﾌﾞ）

(千葉･ｵｰﾙｱﾀｯｸ）

(兵庫･Cats）

(石川･津幡ｸﾗﾌﾞ）
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高安 博正 (京都･乙訓ｸﾗﾌﾞ）

近藤 修弘 (京都･BWAYｸﾗﾌﾞ） 幡野 幸夫 (大阪･飛羽会）

坂本 昌信 (兵庫･我流） 野牧 喜幸 (大阪･SOB）

稲岡 勇 (兵庫･ｼｬﾄﾙ） 佐藤 一郎 (岡山･真備BC）

酒勾 良夫 安田 元 (岡山･老松BC）

西村 牧世 奥田 和彦

三浦 誠 鈴木 保治

小池 博幸 福水 一郎 (兵庫･Piyopiyo）

中島 真一 正木 幸一郎 (兵庫･はにｰぃず）

平瀬 宏治 森本 和幸 (三重･NIA）

西村 健一 (鳥取･羽合ｸﾗﾌﾞ） 松林 勝己 (三重･羽友会）

松下 泰司 (鳥取･飛鳥ｸﾗﾌﾞ） 西川 慎一 (石川･金沢ﾊﾞﾄﾞｸﾗﾌﾞ）

永井 孝 宮本 勝裕 (石川･材木ｸﾗﾌﾞ）

子川 桂二

５０歳以上男子ダブルス

6

(石川･津幡ｸﾗﾌﾞ）

(埼玉･ﾃﾞﾋﾞﾙﾊﾞｯﾂ）

(奈良･IKOMA SA CLUB）

(岡山･永井BC）

(京都･平安ｸﾗﾌﾞ）
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田村 昭男 山中 静憲

中村 一弘 中尾 喜紀

竹村 和夫 山本 秀夫 (兵庫･PANDORA）

吉岡 亨二 寺岡 隆行 (兵庫･成徳ｽﾏｲﾙ）

田中 優 横山 昌弘

中林 正俊 中村 忠男

山本 清二 田淵 義和 (京都･地位無09）

永本 憲司 羽柴 保 (京都･舞鶴ｸﾗﾌﾞ）

竹内 幹仁 (三重･泊山ｸﾗﾌﾞ） 中村 昇 (兵庫･むささび会）

西村 義明 (三重･御薗ｸﾗﾌﾞ） 熱田 廣文 (兵庫･ｱｲﾋﾞｰ）

５５歳以上男子ダブルス

(和歌山･Jewel）

(兵庫･Super Bird）

(東京･FIRE-GT）

(京都･舞鶴ｸﾗﾌﾞ）

(大阪･なかよしﾊﾟﾜｰｽﾞ）

(滋賀･T･B･A）

1

2

3

4

5

6

7 8

9



 
米沢 強

佐野 修 落合 良充

高橋 英俊 染谷 隆男

青山 伸幸 岩田 恒夫

高木 謙一 (京都･乙訓ｸﾗﾌﾞ） 園部 繁夫

櫻井 誠 (京都･ｼｬﾄﾙﾌｧｲﾌﾞ） 河村 広次

松浪 新治 (大阪･SBC） 吉田 憲一

島田 耕二 (大阪･Yｸﾗﾌﾞ） 油野 徳公 (石川･あすなろｸﾗﾌﾞ）

滝 正孝 山本 秀夫 (石川･額ﾊﾞｰﾄﾞ）

萱間 安彦 谷 英明

服部 清彦 (兵庫･PANDORA） 吉原 和夫

山路 栄三郎 (兵庫･六甲ｸﾗﾌﾞ） 佐野 茂夫 (愛知･東海ｼｬﾄﾙｽﾞ）

清水 武敏 (鳥取･羽合ｸﾗﾌﾞ） 荒井 和夫 (愛知･桜井ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）

杉上 恒男 (鳥取･北条ｸﾗﾌﾞ） 塩飽 初 (兵庫･Piyopiyo）

水上 紘宇 (石川･NBC） 牛尾 俊秋 (兵庫･ADVANCE）

勘傳 隆平 (石川･BENKEI） 岡上 充仁 (大阪･北清水ｸﾗﾌﾞ）

野田 修平 (京都･京都ｼﾆｱ） 千葉 昌尚 (大阪･中央ﾎｰﾑ）

木村 健治 (京都･ｼｬﾄﾙﾌｧｲﾌﾞ）

６０歳以上男子ダブルス

(三重･川越ｸﾗﾌﾞ）

(愛知･大門ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ）

(静岡･ｸﾗﾌﾞ富士山）

(京都･京都ｼﾆｱ）

(埼玉･羽根太郎）

(愛知･東海ｼｬﾄﾙｽﾞ）

15

16 (滋賀･M･F･C）
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谷口 孝次 (大阪･九中ｸﾗﾌﾞ）

平岩 文雄 (愛知･桜井ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 四方 光市 (大阪･池田ｸﾗﾌﾞ）

栗須 昌三 (愛知･東海ｼｬﾄﾙｽﾞ）
久田 吉孝 (愛知･中川ｼｬﾄﾙ）

久保川 正啓 (大阪･Yｸﾗﾌﾞ） 百々 俊宗 (愛知･ﾔﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ）

岡  国臣 (大阪･阪南ｸﾗﾌﾞ） 森下 正之 (奈良･奈良ｸﾗﾌﾞ）

打田 博保 (兵庫･竜神ｸﾗﾌﾞ） 山下 幸二 (奈良･香芝ｸﾗﾌﾞ）

藤江 久善 (兵庫･垂水ｸﾗﾌﾞ） 山川 弘一 (愛知･はりｰあっぷ）

川瀬 信治 (愛知･NANZANｸﾗﾌﾞ）

4

６５歳以上男子ダブルス
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前田 志奈

前田 芳奈 嶋倉 真紀子

山崎 麻衣子 莇 千恵

清水 美香 松下 真千子

内田 優里 西嶋 早香

木下 富美恵 北川 千華 (滋賀･虎之介）

水口 周子 大岡 みすず (滋賀･RED RIBBON）

吉村 明子 草薙 美幸 (大阪･WhiteAngel）

安念 奈々子 渡辺 沙織 (大阪･なかよしﾊﾟﾜｰｽﾞ）

中村 美沙 山口 真美

井上 美緒 二宮 由貴子

尾藤 真美 上野 智恵美

森 由樹 森田 成美

下澤 なつみ 槍野 加奈

西村 和子 (三重･有田ｸﾗﾌﾞ） 山内 直子

川口 愛里 (三重･ｳｲﾝｸﾞｽ） 藤田 寛子

一花 望 斎藤 あかね

折戸 陽子 高山 知佳

宮城 紀子 徳田 美穂

箸尾 千尋 越野 佳代

酒井 真愛 西 奈穂子

三国 綾 川井 由美子

田中 美月 吉川 智恵美

落合 由希子 百丸 恭子

生田 奈津美 間瀬 さやか

若杉 文音

一般女子ダブルス

(滋賀･ﾌﾞﾙｰﾚｲｸ）

(石川･ﾌｧﾝｼｬﾄﾙｽﾞ）

(三重･向日葵）

(兵庫･Super Bird）

(石川･ﾌｧﾝｼｬﾄﾙｽﾞ）

(埼玉･鳶羽会）

(和歌山･Jewel）

(石川･高松ｸﾗﾌﾞ）

(奈良･MAKc）

(石川･高松ｸﾗﾌﾞ）

(愛知･ﾌﾚｽｶ）

(大阪･枚方殿一ｸﾗﾌﾞ）

(石川･飛翔会）

(和歌山･Jewel）

(石川･中能登ｸﾗﾌﾞ）

(埼玉･鳶羽会）

(兵庫･Super Bird）

(三重･AZ'）

(石川･ﾗﾌﾞｵｰﾙ）

(石川･ﾗﾌﾞｵｰﾙ）

(滋賀･RED RIBBON）

(愛知･RHBT）
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松本 有美子

高倉 あゆみ (愛知･RHBT） 小坂井 明子

佐藤 実季 (愛知･横須賀ｸﾗﾌﾞ）
曽我 佳織

浜口 理恵 勝田 瑞緒

右江 里恵 上山 あずみ (大阪･FIORE）

横野 永都子 (兵庫･Believe） 岡崎 春菜 (大阪･Yｸﾗﾌﾞ）

森井 良子 (兵庫･Futures） 森口 沙織

田中 延枝 (大阪･SOB） 林 泉

虻川 純子 (大阪･HR.Com） 松田 奈緒子

吉田 奈々子 吉川 美希子

齋藤 美雪 西多 優子

礒元 琴美

３０歳以上女子ダブルス

(三重･有田BC）

1

2

(石川･美川ｸﾗﾌﾞ）

(三重･西林寺BC）

(石川･津幡ｸﾗﾌﾞ）
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(兵庫･ﾊﾞﾄﾞﾗｰ）

(三重･有田BC）

(石川･美川ｸﾗﾌﾞ）



 
松原 真弓 (三重･桑名世友） 有田 明希子

篠原 里美 (三重･AZ'） 利川 三貴

池 直美 小佐々 美千代

高橋 朋子 前田 久美子

辻本 里江子 (大阪･大阪ﾌｪﾆｯｸｽ） 宮城 由美子

薦田 美幸 (大阪･ATM） 田上 香留

蔵本 利美 岡村 洋子

前田 美和子 稲垣 江里子

守川 未紗 (兵庫･ｱｲﾋﾞｰ） 馬場 みか

水船 奈緒 (兵庫･ｼｰｶﾞﾙｽ） 北川 三紀

谷 理子 酒伊 真喜子 (石川･鶴来ﾊﾞﾄﾞｸﾗﾌﾞ）

上村 真有美 鍛冶 香名美 (石川･美川ｸﾗﾌﾞ）

中嶋 愛美 森山 琳 (兵庫･ﾊﾞﾄﾞﾗｰ）

伊藤 真奈美 秋月 能子 (兵庫･AQUA）

３５歳以上女子ダブルス

(兵庫･ﾊﾞﾄﾞﾗｰ）

1

47

(和歌山･Jewel）

(群馬･みどり市ｸﾗﾌﾞ）

(大阪･大阪ﾌｪﾆｯｸｽ）

(愛知･堤ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ）

5

6

(群馬･Qualia）

(石川･津幡ｸﾗﾌﾞ）

(京都･Antaler）

(三重･ｳｲﾝｸﾞｽ）

2

3
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山下  恵美子 山田 陽子

岸本 雅世 荒木 美智代

三浦 美紀子 (三重･ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｽ） 南里 博美
小海途 富美子 (三重･NIA） 金丸 幸子

嶋 麻貴 戸田 佳江 (兵庫･西播ｸﾗﾌﾞ）

西 紀美 大江 美奈 (兵庫･ｼｰｶﾞﾙｽ）

山田 佳世 石井 厚子

水嶋 輝代 真本 朱実

４０歳以上女子ダブルス

(大阪･和光ｸﾗﾌﾞ）

(石川･あすなろｸﾗﾌﾞ）

(兵庫･Volano）

(石川･瓢友ｸﾗﾌﾞ）

(兵庫･あじさい）

(大阪･枚方殿一ｸﾗﾌﾞ）
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湯村 明美 (兵庫･あじさい） 西村 知世 (静岡･SWAC）

外村 和美 (兵庫･北神ｸﾗﾌﾞ） 和田 聡子 (静岡･御殿場協会）

石丸 紀里子 (京都･ROB） 西薗 みゆき

米光 美智子 (京都･平安ｸﾗﾌﾞ） 柴田 悦子

彼島 佳子 (石川･尾山台ｸﾗﾌﾞ） 平井 千嘉子

細川 広美 (石川･瓢友ｸﾗﾌﾞ） 吉村 智子

宮森 ひとみ (兵庫･Plaisir） 古沢 多香子

川嶋 英子 (兵庫･自由が丘） 原田 久美子

中谷 高子 中村 祐子 (石川･ﾌｧﾝｼｬﾄﾙｽﾞ）

小高 由香 酒井 成美 (石川･高松ｸﾗﾌﾞ）

４５歳以上女子ダブルス
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(大阪･和光ｸﾗﾌﾞ）

(兵庫･Cats）

(大阪･Yｸﾗﾌﾞ）

(兵庫･Volano）
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三ﾂ石 るみ子

斎藤 敏恵 吉平 圭子 (兵庫･Fresh SANDA）

堀人 友子 地神 京子 (兵庫･ADVANCE）

松田 由美子 森本 千恵子 (愛知･RHBT）

木村 秀子 水野 恵以子 (愛知･SETOMINTON）

山口 弘子 中山 千鶴

掛水 桂子 (京都･平安ｸﾗﾌﾞ） 奥田 康子

上田 しづ子 (京都･AJC.Wizards）
古賀 千悦子 (大阪･GANBARO）

片糸 康子 万代 比登美 (大阪･ﾘﾌﾞﾚｸﾗﾌﾞ）

神野 良子

５０歳以上女子ダブルス

(愛知･横須賀ｸﾗﾌﾞ）

(兵庫･あじさい）

(石川･KLC）

(石川･あすなろｸﾗﾌﾞ）

(京都･平安ｸﾗﾌﾞ）

1

2

3

4

5

6 7

8



 
垣内 大輔 (兵庫･高砂BS）

宮田 典明 (大阪･WhiteAngel） 喜多 奈津子 (兵庫･ﾊﾞﾄﾞﾗｰ）

渡辺 沙織 (大阪･なかよしﾊﾟﾜｰｽﾞ）
長谷川 純 (石川･新神田ｸﾗﾌﾞ）

山之口 将司 莇 千恵 (石川･飛翔会）

八島 緑 岡下 智成

大南 昌幸 (石川･新神田ｸﾗﾌﾞ） 寺西 美樹

嶋倉 真紀子 (石川･飛翔会） 岩本 邦宏

豊田 法生 松下 真千子

川口 愛里 森 智麿 (石川･飛翔会）

中嶋 孝志 吉田 奈々子 (石川･美川ｸﾗﾌﾞ）

中嶋 愛美 梅本 修平 (三重･ﾊﾞﾄﾙﾄﾞｱ）

大岡 正典 西村 和子 (三重･有田ｸﾗﾌﾞ）

大岡 みすず 栄代 正男 (石川･MBA）

本村 和也 奥村 亜紀代 (石川･美川ｸﾗﾌﾞ）

本村 朋子 角 辰徳

松尾 光弘 (兵庫･零~ZERO~） 角 梨沙

田中 絵美子 (兵庫･ﾊﾞﾄﾞﾗｰ） 佐藤 恭平

小平 徹也 (愛知･岩倉ﾊﾟﾗﾚﾙ） 小澤 絵理

落合 由希子 (愛知･ﾌﾚｽｶ） 林 拓也

松原 由幸 伊藤 真奈美

下澤なつみ 斎藤 有矢 (三重･ｳｲﾝｸﾞｽ）

宮脇 英雄 藤田 寛子 (三重･AZ'）

楠 恵 岡田 淳

藤井 梓

一般混合ダブルス

(兵庫･Futures）

1

12

(三重･ｳｲﾝｸﾞｽ）

(群馬･Qualia）

(滋賀･RED RIBBON）

(石川･瓢友ｸﾗﾌﾞ）

(和歌山･Jewel）

(神奈川･ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ）

(奈良･SHAYAKA'S）

(和歌山･Jewel）

(広島･大芝BC）

(千葉･ちばｰず）

(群馬･Qualia）

(大阪･WhiteAngel）

2

3

4

5

6

7

8
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22



 
横田 雅士 (兵庫･三木ｼｬﾄﾙ） 吉岡 直樹 (石川･あすなろｸﾗﾌﾞ）

横田 貴子 (兵庫･ﾊﾞﾄﾞﾗｰ） 酒伊 真喜子 (石川･鶴来ﾊﾞﾄﾞｸﾗﾌﾞ）

野村 央文 (石川･水曜会） 藤本 和昌

越野 佳代 (石川･ﾗﾌﾞｵｰﾙ） 大槻 瑠美

青木 崇 宮寺 重行

稲垣 江里子 岡村 洋子

岸本 圭太 (兵庫･ｼｬﾄﾙ） 畑下 隆男 (大阪･中央ﾎｰﾑ）

水船 奈緒 (兵庫･ｼｰｶﾞﾙｽ） 國信 千枝 (大阪･ILLC）

西川原 幸生 (愛知･東海ｸﾗﾌﾞ） 長井 純一郎 (兵庫･ｼｬﾄﾙ）

田中 美月 (愛知･ﾌﾚｽｶ） 池 直美 (兵庫･ﾊﾞﾄﾞﾗｰ）

千菊 浩二 (大阪･泉北ﾊﾞｰﾄﾞ） 川井 亮喜

千菊 佳美 (大阪･ｽｸﾗｯﾁ） 川井 由美子

合算７０歳以上混合ダブルス

1

(群馬･みどり市ｸﾗﾌﾞ）

5 7

(京都･BREAK THROUGH）

(群馬･みどり市ｸﾗﾌﾞ）

(滋賀･RED RIBBON）

2

3

4

6 8

9 10

11



 
中村 一弘 柳瀬 憲利

森 由樹 柳瀬 和子

遠藤 裕司 (兵庫･ｳｯﾃﾞｨｼｬﾄﾙｽﾞ） 板谷 俊仁 (奈良･水鳥ｸﾗﾌﾞ）

遠藤 雅希 (兵庫･北神ｸﾗﾌﾞ） 前田 亜貴 (奈良･WIN）

西山 徹 (石川･羽咋ｸﾗﾌﾞ） 長谷川 一郎 (石川･金沢ﾊﾞﾄﾞｸﾗﾌﾞ）

米沢 美佐子 (石川･宝達ｸﾗﾌﾞ） 西 紀美 (石川･あすなろｸﾗﾌﾞ）

斎藤 仁 辻口 裕信 (愛知･ﾌﾗｲﾄｽﾎﾟｰﾂ）

常守 智子 前田 久美子 (愛知･堤ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ）

岡本 哲哉 (愛知･ﾌﾗｲﾄｽﾎﾟｰﾂ） 三好 幸生
小佐々 美千代 (愛知･堤ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ） 山本 典子

田中 一寛 出越 悟 (石川･大吟醸ｸﾗﾌﾞ）

有田 明希子 幸田 好恵 (石川･ﾌｪﾆｯｸｽｸﾗﾌﾞ）

羽根 努 川北 敏也

松田 和代 川北 千枝子

永井 義人 (兵庫･ｼｬﾄﾙ） 中西 直樹

戸田 佳江 (兵庫･西播ｸﾗﾌﾞ） 斎藤 晴美

卯辰 外喜男 阿部 信幸 (三重･泊山ｸﾗﾌﾞ）

瀬戸 美子 三浦 美紀子 (三重･ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｽ）

掛水 孝男 寺田 貴俊

掛水 桂子 寺田 充代

立川 勝彦 宮谷 義浩 (石川･飛翔会）

大木 利枝 中村 祐子 (石川･ﾌｧﾝｼｬﾄﾙｽﾞ）
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3

4

5

6

8

9 2021

(大阪･杉本ｸﾗﾌﾞ）

(兵庫･Super Bird）

(千葉･Haru's）

(岡山･児島KIDS）

(京都･平安ｸﾗﾌﾞ）

(京都･平安ｸﾗﾌﾞ）

(静岡･SWAC）

(石川･ﾌｪﾆｯｸｽｸﾗﾌﾞ）

(石川･瓢友ｸﾗﾌﾞ）

(千葉･大柏）

(大阪･大阪ﾌｪﾆｯｸｽ）

合算８０歳以上混合ダブルス

(和歌山･Jewel）

7

1



 
小越 弘之 八十 友昭

角 美智子 芹野 啓子

北川 幸雄 山田 一吉

北川 千華 山田 陽子

村田 真二 稲垣 計規

岩本 秀子 水野 恵以子

石川 勝也 (静岡･ﾊﾟﾜｰｽﾞ） 石丸 義高

和田 聡子 (静岡･御殿場協会） 石丸 紀里子

池本 和彦 中村 忠男

藤井 恵子 小島 紀子

新田 正喜 (愛知･BSﾓﾘﾀ） 西川 慎一 (石川･金沢ﾊﾞﾄﾞｸﾗﾌﾞ）

森本 千恵子 (愛知･RHBT） 彼島 佳子 (石川･尾山台ｸﾗﾌﾞ）

池田 清之 戎野 裕二

荒木 美智代 小西 恵美子

森本 和幸 木村 喜久男 (石川･加賀ｸﾗﾌﾞ）

小海途 富美子 木村 秀子 (石川･KLC）

奥田 和彦 矢野 辰幸 (兵庫･難波ｸﾗﾌﾞ）

奥田 康子 吉平 圭子 (兵庫･Fresh SANDA）

生田 健一 鈴木 保治

真本 朱実 中山 千鶴

上田 稔 (兵庫･Volano） 谷藤 準 (大阪･童心ｸﾗﾌﾞ）

外村 和美 (兵庫･北神ｸﾗﾌﾞ） 上辻 通代 (大阪･HANEｸﾗﾌﾞ）
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2021
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4
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6
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(京都･平安ｸﾗﾌﾞ）

(滋賀･T･B･A）

(徳島･ﾋﾟｯｸﾞﾃｰﾙ）

(兵庫･西播ｸﾗﾌﾞ）

(石川･瓢友ｸﾗﾌﾞ）

(愛知･SETOMINTON）

(京都･ROB）

(京都･平安ｸﾗﾌﾞ）

(大阪･枚方殿一ｸﾗﾌﾞ）

(石川･瓢友ｸﾗﾌﾞ）

(三重･NIA）

(石川･ﾌｪﾆｯｸｽｸﾗﾌﾞ）

(京都･地位無09）

合算９０歳以上混合ダブルス

(広島･大芝BC）

7 11

(滋賀･虎之介）




