
種　目 参加数
３０男子複 瀧澤 駿 天野 誠 15

伊藤 輝 小鍛冶 建介
(ＳＭＡＳＨＣＬＵＢ) (彗星クラブ･ＥＡＳＴ)

３５男子複 作佐部 研 吉本 秀晴 13
渡部 匠 板垣 孝

(ＴＨＥＢＥＳＴ) (ＢＣフライト･ＷＢＣ)

４０男子複 蒔田 圭一 菊地 慎一郎 11
市川 直樹 鈴木 利之

(フリューゲル) (Ａｍｉｇｏ)
４５男子複 小林 良二 及川 利行 15

大久保 勝正 小川 洋之
(三菱重工横浜･ＨＯＴＳＨＯＴ) (や組)

５０男子複 平本 靖司 高橋 智尚 14
笠井 統 小松崎 康幸

(ＷＯＷ･ＣＬＵＢＫ２) (ピエロ)
５５男子複 栖原 博幸 平松 一郎 15

一瀬 浩美 名波 巧治
(横浜市役所) (横浜市消防局)

６０男子複 山崎 豊栄 早田 信治 10
小山 晃 清水 昭二

(ＮＥＣ玉川･教職員) (岩戸クラブ)
６５男子複 服部 和己 　７

滝川 成信
(一般)

４０女子複 池亀 志帆 香西 幸香 12
隅田 安希子 深澤 麻由美

(Ｒｉｓｉｎｇ･ｔｅａｍＦ) (はまなん･メークイン)

４５女子複 武井 典子 白川 恵美子 大塚 ユミ 22
初谷 奈美子 戸辺 彩子 大和 美和子
(逗子なぎさ) (フリー) (ＩＢＳ･ＰＩＥＲＯ)

５０女子複 加藤 美紀 鈴木 芳美 姫野 由美子 19
鈴木 栄美子 田野倉 直美 安達 紀美子

(ゼファー･Ｔａｍａ＇７８) (クッキーズ･エース) (ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ･サーティワン)

５５女子複 反田 由佳理 高梨 ミチ子 11
黒川 寛子 福重 恵美子

(逗子なぎさ･ＴＳＵＢＡＳＡ) (アカシヤ･アビス)
６０女子複 今枝 令子 野村 和代 11

久瀬 郁恵 田中 早苗
(レインボー･ユーバー) (はまなん)

６５女子複 寺島 万里枝 　５
森 裕子

(かなざわウェーブ･Ｌ．Ａ．Ｐ)

３０混合複 齋藤 皓一 　５
岡部 純季
(ＮＥＸＴ)

３５混合複 天野 誠 小野 正善 9
高橋 良子 天野 珠里

(彗星クラブ･レインボー) (ＹＡＮＧＹＡＮＧ･彗星クラブ)

４０混合複 植村 真一 伊藤 康雄 10
吉田 ひとみ 伊藤 いづみ

(ＩＨＩ横浜･洋光台バドミントンクラブ) (ｆａｍｉｌｙ)
４５混合複 大久保 勝正 福田 弘子 14

田内 由起子 安田 幸司
(ＨＯＴＳＨＯＴ･カインド) (ＣＬＵＢＫ２･ＪＰ日本郵政)

５０混合複 大西 善雄 筒井 善仁 林 隆史 19
安田 就美 筒井 由香 田中 広子

(ＧＭＢ･カインド) (フリー･メークィン) (Ｓｈａｋｅ･モアーズ)

５５混合複 小谷 清史 武田 高穂 13
東中川 弥生 内田 直美

(ジコチュウ･レインボー) (教職員連盟･一般)
６０混合複 都築 昭司 　６

杉森 泰子
(フリー･アカシア)
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５０男子単 山下 晶誉 川野辺 健志 中西 英夫 18
(フリューゲル) (一般) (パナソニック)

５５男子単 水口 秀行 西山 治朗 15
(泉区) (ＨｉｒａｔｓｕｋａＷａｓｈｉｎｇｔｏｎ)

６０男子単 斉藤 春雄 橋本 佳巳 小山 晃 16
(無し) (健志台クラブ) (教職員)

６５男子単 内田 時彦 　５
(ラグーン)

５０女子単 今任 季子 　６
(シャンティック)

５５女子単 中村 美智子 　７
(グリーン)

６０女子単 田中 早苗 　６
(はまなん)

8月8日(日)全日本シニア県予選シングルス参加についてご連絡

　　予選にエントリーしている下記の８人の選手は、
　　全日本シニア本戦出場が決まりましたので
　　当日は伊勢原の会場に来ないようお願いします。
　　　★30MS：瀧澤 駿、伊藤 輝、小鍛治 建介
　　　★35MS：渡部 匠、板垣 孝
　　　★40MS：菊地 慎一郎
　　　★40WS：池亀 志帆
　　　★45WS：香西 幸香


