平成３０年度全日本シニア選手権予選会
３０歳以上混合ダブルス１

高佐 幸宏 （ＷＩＳＥ）
高佐 博美 （湘南Ｂ．Ｃ．Ｓ）

天野 誠 （彗星クラブ）
高橋 良子 （四十雀ＢＣ）
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３０歳以上混合ダブルス２

長原 克博
（湘南Ｂ．Ｃ．Ｓ）
長原 里美

高野 敦史 （ＯＨ！ＮＥＷ）
有村 沙耶香 （ＺＥＲＯ）
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3

山城 祐真
（一般）
松岡 稚恵

山村 健太郎 （ＯＧＢＰ）
大山 未央 （新撰組）

３０歳以上混合ダブルス３

小宮 慎吾 （川夜会ＴＲＩＣＫＳＴＡＲＳ）
小宮 七美 （フリー）

生井 佑介
（ＥＡＳＴ）
髙橋 春菜
1
3
清水 一行 （ウインザー）
荒井 佳代子 （富岡クラブ）
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岡崎 英章 （横須賀市役所）
岩﨑 朱里 （みどり会）

根立 和貴 （三春台バトミントンクラブ）
天野 珠里 （彗星クラブ）
1

2
鈴木 利明 （一般）
神長 奈央 （ピュア）

４０歳以上混合ダブルス２
佐々木 篤史
（や組）
上枝 奈央子
2

志村 昌雄
（三春台バドミントンクラブ）
赤間 正子

佐々木 健吾 （ｐｅｒｓｉｍｍｏｎ）
宮澤 菜津美 （レインボー）
2
1
堀 江 徹 （四十雀ＢＣ）
大久保 泉 （ＨＯＴ ＳＨＯＴ）
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岩本 昌弘 （オールドラック）
橋本 めぐみ （ＯＧＢＰ）
2

江頭 吾郎 （富士ゼロックス）
隅田 安希子 （ｔｅａｍＦ）

3
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柳川 正紀 （や組）
阿部 なる美 （ピンクドラゴン）

阿部 成一 （一般）
松本 薫 （みどり会）
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森川 泰隆 （上酒林）
和田 真弓 （ＺＥＲＯ）

杉崎 健太郎 （横浜市役所）
杉崎 由希子 （や組）
1

海老原 弘樹 （緑クラブ）
戸部 朋美 （横浜ポピーズ）

津滝 修司 （ｆａｍｉｌｙ）
澤田 由香 （ＲＯＢＩＮＳ）
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川崎 慶太 （ＯＧＢＰ）
吉田 ひとみ （洋光台バドミントンクラブ）

3
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市川 直樹 （フリューゲル）
高橋 奈穂 （ＯＨ！ＮＥＷ）

3
小林 大輔
（ＺＵＳＨＩ）
中村 妃佐子

小澤 梓
（ＬＵＣＫＹ）
小澤 亜紀乃

茨木 淳一 （相模原市役所）
大和田 愛梨 （三春台バトミントンクラブ）

2

中尾 知由 （ＨＯＴ ＳＨＯＴ）
堀江 希実 （ガイアバドミントンクラブ）

堀部 雅弘
（まっしぐら）
堀部 友梨子

2
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小林 亮介 （三春台クラブ）
本郷 涼子 （フリー）

伊藤 康雄 （ｆａｍｉｌｙ）
佐藤 美和子 （ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ）
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六反 政和 （フリー）
大塚 ユミ （ＩＢＳ）
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４５歳以上混合ダブルス２
笠井 統
（ＣＬＵＢ Ｋ２）
笠井 章子

2

長谷 嘉信 （菊名バドミントンクラブ）
長谷川 美知代 （一般）
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廣瀬 貴之 （アビオ）
田内 由起子 （カインド）

3

2

古田 幸伸 （オールドラック）
鈴木 綾子 （緑ウイング）
中村 恒雄 （戸塚あすなろ）
田澤 廉子 （すみれ）

1

森 晃嗣 （エース）
葛城 晶子 （アビス）

3

小松崎 康幸 （ピエロ）
佐藤 美和 （ユーバー）
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大久保 光規
（一般）
大久保 美代子
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吉川 勇三郎 （中区協会）
山川 千洋 （フリー）
2

平井 素夫 （フリーダム）
齋藤道子 （はまなん）

4

佐野 健
（四十雀ＢＣ）
佐野 由佳

3
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小川 洋之 （（無所属））
沼田 淳子 （オールドラック）

石渡 勝己 （川崎市役所）
折戸 ひとみ （緑クラブ）
1

林 隆史 （Ｓｈａｋｅ）
田中 広子 （モアーズ）

1

中野 勇治 （フリー）
髙村 美雪 （ルビー）
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西山 謙司 （Ｓｈｕｔｔｌｅ Ｆｒｉｅｎｄｓ）
赤澤 友紀 （フリー）

桜庭 学 （ＺＥＲＯ）
島田 直美 （メークイン）
1
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3

梅田 知昭 （富士フイルム）
植田 弘恵 （フリー）

小室 和浩 （ＣＬＵＢ Ｋ２）
姫野 由美子 （ＦＬＹＩＮＧ ＰＥＮＧＵＩＮＳ）
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麻生 英樹
（ターバンシェル）
竹山 美智代

百上幸一郎 （フリー）
吉田 清美 （ユーバー）

2
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梅澤 寛 （ＨＯＴ ＳＨＯＴ）
内田 智子 （ルディバドミントンクラブ）

高木 芳樹 （ＷＩＳＥ）
真木 千晴 （レインボー）
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土田 秀紀 （ルディ）
伊東 幸代 （若草クラブ）

野田 章弘 （ｆａｍｉｌｙ）
広瀬 真由美 （ＯＧＢＰ）

高橋 智尚
（ピエロ）
安田 理英
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武田 高穂 （教職員連盟）
内田 直美 （一般）

2

田村和男 （テルサＭＩＨＯ）
山口則子 （山下ＢＣ）

3

樋田 雅浩 （ピエロ）
鍛 享子 （フリー）

2

福田 和幸 （チームフリー）
高島 仁美 （柿生レディース）
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吉澤 裕 （ＣＬＵＢ Ｋ２）
田中 早苗 （はまなん）

4

大西 善雄 （神奈川区バドミントン協会）
安田 就美 （カインド）

鎌倉 保之
（フリー）
鎌倉 佳江

4

1

竹内 武春 （泉区）
田嶋 亜紀子 （さくらんぼ）

3

内海 弘章 （健志台バドミントンクラブ）
鈴木 久恵 （ＭＩＤＯＲＩ）
柿沼 二郎
（フリー）
柿沼 五輪子
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小谷 清史 （ジコチュウ）
東中川 弥生 （レインボー）

田中 裕之 （ＯＧＢＰ）
川口 由美子 （アビス）
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５０歳以上混合ダブルス４
野田 裕二 （ＣＬＵＢ Ｋ２）
日高 あゆみ （一般）

都丸 利幸 （神奈川県庁）
西村 真由美 （教職員）

2
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2
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3
矢村 正義 （ＨＯＴＳＨＯＴ）
前村 百登子 （一般）

浅田 治男 （横浜市消防局）
笹森 美智代 （さくらんぼ）

５０歳以上混合ダブルス５
筒井 善仁 （フリー）
筒井 由香 （メークィン）

片受 健一
（シャンティック）
今任 季子
1
3
永井 勉 （Ｃｌｕｂ Ｋ２）
佐藤 紀代子 （アビス）

５５歳以上混合ダブルス２
龍崎 晃 （南六浦バドミントンクラブ）
高橋 靖子 （さざなみ）
2

石井 泉満 （ＥＡＳＴ）
赤羽 幸子 （ラグーン）

関口 正弘 （ＮＥＢＥＬＨＯＲＮ）
中里 眞知子 （グリーン）

3

５５歳以上混合ダブルス１
坂内 和典 （ＲＩＣＯＨ）
石井 みつ子 （どんぐり）
2

山本 茂 （荻野ＮＳ）
小林 麗 （アトム）

５５歳以上混合ダブルス４
篠原 周作 （オールドラック）
梅澤 真美 （エース）

柄本 孝 （横浜市役所）
三枝 直子 （ピンクドラゴン）
1
3
目羅 孝一 （東芝）
松澤 幸子 （紫音）

６５歳以上混合ダブルス
米内山 太司 （走水）
兼松 俊枝 （さざなみ）
2

3

丸山 周 （走水）
高野 悦子 （アビス）

4
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永瀬 康生 （都筑）
鍛治 典子 （アカシヤ）

1

青木 一夫 （フリー）
小野 和子 （ユーバー）
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小島 正弘 （教職員連盟）
小島 典子 （ユーバー）

須山 清 （彗星クラブ）
山下 祥子 （はまなん）

森井 泰博 （ＷＩＮＺ＿ＢＣ）
中町 扶美代 （大正）

2
3

下田 晴久
（個人）
下田 真智子

長谷川 道人 （ＣＬＵＢ Ｋ２）
小泉 真理 （モアーズ）

６０歳以上混合ダブルス
榎 博久
（フリー）
浅田 幸江
2

島田 正樹 （鎌倉）
井戸 洋子 （Ｌ．Ａ．Ｐ）

2

吉田 光浩 （ヨコハマドンキーズ）
中村 昌代 （はね・はね）

八木 敏男 （個人）
八木 和美 （大船クラブ）

3

1
比良 真一 （愛川町）
比良 由美子 （エース）

木村 英一 （ＡＲＢ）
中島 敦子 （ＭＩＤＯＲＩ）

4

4
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飯田 登 （走水）
兼田栄子 （城北）

蒔田 清光 （アンリツ）
岩波 和枝 （個人）

山本 均 （ＮＩＳＳＡＮ）
田村 恭子 （ＩＢＳ）

2

菅谷 和紀
（個人）
菅谷 一恵

君島 昭浩 （ＩＢＳ）
定村 清美 （Ｆ．Ｍ．Ｃ）

山崎 豊栄 （ＮＥＣ玉川）
中田 玲子 （プラム）

3
4

辻 英雄 （ＩＢＳ）
武智 孝子 （森クラブ）

1

清水 三郎 （ＩＢＳ）
葛西 睦 （モアーズ）

７０歳以上混合ダブルス
安田 博泰 （ 走 水 ）
竹村 明子 （ラベンダーズ）
2

青山 正男 （ 走 水 ）
田中 美恵子 （フオルテ）
1
間宮 吉樹 （ＳＳＢＣ）
中辻 瑠美子 （ 城 北 ）

