
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

すずき としゆき かとう かずのり いまい もとゆき はたなか けんすけ

鈴木 利之 加藤 和典 今井 基之 畑中 健佑

いしだ まい こまつ あや しんもと あすみ なかつか みほ

石田 麻依 小松 亜耶 新本 あすみ 中塚 美穂

(ウェンブレー･一般) (竹山) (スマートショット･竹山) (フリー)

ねもと ゆう こみや しんご さいとう しゅん さいとう まさおみ

根本 唯宇 小宮 慎吾 斎藤 俊 斎藤 正臣

なかもり りさ せき ますみ うちやま あい こぐち えり

中森 理紗 関 真純 内山 亜衣 古口 依莉

(ウェンブレー･フリー) (川夜会･ぎんなん会) (一般) (スマートショット･フリー)

たなべ てつ ささき あつし ふるた のぶゆき まつい かずひさ

田辺 哲 佐々木 篤史 古田 伸幸 松井 和久

たかはし ももえ うええだ なおこ すずき あやこ いわふじ のぞみ

高橋 百恵 上枝 奈央子 鈴木 綾子 岩藤 希実

(ＮＩＳＳＡＮ･バグッシュ) (川夜会･や組) (オールドラック･三ツ沢バドミントンクラブ) (長津田Ａ･日南Ａ)

はまじ けい つねかわ しょうた おおくぼ かつまさ きくち しんいちろう

濱路 圭 恒川 翔太 大久保 勝正 菊地 慎一郎

おぬま なおこ えま ともみ たかしな ようこ ほそい りょうこ

小沼 尚子 江間 友実 高科 庸子 細井 涼子

(横浜市役所･フリー) (ＴＺ･Ｈ４) (長津田Ａ) (川夜会･長津田Ａ)

かとう ゆういち よしだ ひろき まつうら のぶあき まえじま こうじ

加藤 祐一 吉田 大樹 松浦 信明 前島 弘二

ちぎた じゅん しむら るりこ こみや ななみ かとう まちこ

千北 純 志村 瑠璃子 小宮 七美 加藤 真知子

(ピエロ) (ドロップス) (川夜会) (テルサＭＩＨＯ)

みやもと みちお いまい ゆうじ うちうみ だいすけ しぶや こういち

宮本 道雄 今井 裕二 内海 大輔 渋谷 晃一

みやもと みえ じょうど ふみえ さかい みちこ とうじょう けいこ

宮本 美絵 城土 扶美恵 酒井 美智子 東條 恵子

(ＡＫＢＣ) (一般･山下) (町田シャトル) (霧が丘･竹山)

すざき しんぺい くぬぎ たかひろ はさや なおしろう うえさわ かずのり

洲崎 慎平 椚 貴啓 架谷 直史郎 上澤 寿稚

あいざわ さやか さの めぐみ どい かすみ うちみつ わかな

相澤 綾香 佐野 恵美 土井 香澄 内満 若菜

(ジコチュウ･テルサＭＩＨＯ) (ｐｒｅｆ) (町田シャトル) (竹山)

しもの はくえい きくち ひでとし ひらの ひろし かたうけ けんいち

下野 博栄 菊地 英俊 平野 浩 片受 健一

はるな あきこ まつもと れいこ こぐれ ひでよｊｕき いまとう すえこ

春名 亜紀子 松本 れい子 木暮 英代 今任 季子

(八王子市･西東京市) (千葉県) (フィフティーズ) (山下)

あおやぎ だいすけ なかむら げんき かたやま みつのり とりい ゆきみ

青柳 大輔 中村 元気 片山 光紀 鳥居 幸美

はたけやま さや なかむら ともみ きむら かずこ やまはら はつよ

畠山 紗也 中村 友文美 木村 和子 山原 初代

(ドロップス) (フリー) (ＡＬＩＣＥ) (山下)

ながた はるき いいじま ふじお たかはし よしと かわぎし だいすけ

永田 晴城 飯島 富士夫 高橋 義人 川岸 大輔

いただに えみ たなべ のりこ ふくはら ひろこ おおぬき あやこ

板谷 恵美 田邉 紀子 福原 広子 大貫 彩子

(ＡＬＩＣＥ) (テルサＭＩＨＯⅡ･テルサＭＩＨＯ) (鷺沼バドミントンクラブ･スカイブルー) (町田シャトル)

たかはし はるひこ うえだ てつと ささき とおる ながた みのる

高橋 晴彦 上田 哲人 佐々木 徹 永田 稔

さとう まゆみ たむら みなこ まつもと さちこ たにぐち れいこ

佐藤 真由美 田村 美奈子 松本 幸子 谷口 玲子

(ハイクリア) (ガヌーズ･ガンナーズ) (シャッフル･フリー) (テルサＭＩＨＯⅡ･スカイブルー)

しみず けいすけ みうら しょういち なかの よしお かたくら まさみつ

清水 景友 三浦 正一 中野 義雄 片倉 昌充

くまだ あや みうら かずみ なかざわ あけみ もりしま えみ

熊田 彩 三浦 和美 仲澤 あけみ 森島 愛美

(ＴＰＭ) (フリー) (テルサＭＩＨＯ･山下) (エスケープ)

ながまつ たくと いえだ じろう もりた えいじ かどや たかひろ

永松 拓人 家田 治朗 森田 英治 門屋 貴大

うちだ あやこ ふくだ しほこ たにぐち なお とりた かなえ

内田 彩子 福田 史歩子 谷口 奈央 鳥田 佳奈江

(横浜) (ガンナーズ･山下) (一般) (一般)

むらこし ともはる もり ひろし まつした きはら のぶひこ

村越 智春 森 弘 松下 佳玄 木原 伸彦

とべ あやこ かがや ひさこ さとう ゆりこ なら みき

戸辺 彩子 加賀谷 尚子 佐藤 百合子 奈良 美樹

(ＭＢＣ) (山下) (フリー) (町っ子)

かみずる えいこう おじま まさひろ やざき さとる さくらい たけし

上水流 永滉 小島 正弘 矢崎 覚 櫻井 健士

やなぎ せいこ おじま のりこ いいづか ゆきえ やました まゆみ

柳 勢子 小島 典子 飯塚 幸江 山下 真由美

(ＭＢＣ) (フリーフライト) (十二天) (フリー･ＡＲＢ)

くりはら まさひろ ひろせ りゅういち とべ まさひろ さいとう ひであき

栗原 正博 廣瀬 隆一 戸辺 正博 斎藤 英昭

のあみ あや ししくら みのり あめみや しょうこ さいとう じゅんこ

野網 礼 宍倉 みのり 雨宮 咲子 斎藤 潤子

(マーキュリーＢ．Ｃ．) (田園調布学園大学) (ＭＢＣ) (十二天･山下)

やすだ こうじ やまかど けいた ひらばやし はじめ めら こういち

安田 幸司 山門 啓太 平林 大 目羅 孝一

かみさか きよみ やまもと ゆき みずたに きよみ はながた ゆか

神坂 清美 山本 佑季 水谷 聖美 花形 由香

(十二天) (一般) (ＭＢＣ) (ドロップス)

みやた ほだか すずき まもる みねしま たかゆき くりた せいいち

宮田 穂高 鈴木 守 峰島 隆行 栗田 精一

さいとう たまえ うえすぎ ゆか おがわ いづみ とうはら あやこ

斎藤 玉枝 上杉 由華 小川 いづみ 当原 綾子

(十二天) (一般) (ＭＢＣ) (竹山)

やと たかし やすい ゆうき こせき しげる おのやま ひろやす

谷戸 隆司 安井 由輝 小関 茂 小野山 寛康

おにき りえ ほしの みほ こせき  りお まかべ みどり

鬼木 里恵 星野 美穂 小関 黎央 真壁 みどり

(日南･テルサＭＩＨＯ) (フリー) (ＭＢＣ) (オールディーズ)

キム チュンドン いいづか こうじ すがわら とおる かく じろう

金 充東 飯塚 幸二 菅原 啓 加来 次郎

どさ なおこ よこやま ゆきこ もり れいこ かく さとこ

土佐 直子 横山 有希子 森 玲子 加来 聡子

(東京ミントン) (十二天･日南) (霧が丘･ファンタジー) (ＭＢＣ)

みやた しげよし わがつま ひろき いしい ひろし かしわや なおみ

宮田 茂吉 我妻 洋来 石井 洋 柏谷 直美

かなざわ ゆうこ おきざき きょうこ とどころ ゆうこ くろべ なおみ

金澤 裕子 沖崎 恭子 外處 裕子 黒部 奈緒美

(日南･一般) (フリー) (オールディーズ･シャッフル) (ガチンコＣＬＵＢ)

おざき しんや しおじ たかあき みずたに とおる しもだ もりあき

尾崎 真也 塩治 孝章 水谷 透 下田 盛彰

いぬどう しゅくこわらべ ながやす ゆみこ みずたに もえ しもだ りつこ

犬童 淑子 永安 由美子 水谷 萌 下田 律子

(ソニー厚木) (シャッフル) (ＭＢＣ) (長津田)

もちます のぶあき かとう ひろなり こうづ ひろき とどころ しんいちろう

持増 信昭 加藤 大済 神津 博樹 外處 慎一郎

おおや ともみ さとう かおり ほしもと あいみ かわだ みねこ

大矢 智美 佐藤 かお理 星本 愛実 川田 峰子

(一般･日南Ｂ) (ガチンコＣＬＵＢ) (マーキュリーＢ．Ｃ．) (シャッフル･竹山)

なかみち かおる きどう よしたか あくしち しゅうき よしかわ しんじ

中道 薫 木堂 純孝 悪七 秀樹 吉川 進二

といだ けいこ きどう たえこ あくしち ゆみこ たかはし たかこ

樋田 恵子 木堂 多恵子 悪七 由美子 高橋 たか子

(土曜会) (ＭＢＣ) (オールディーズ) (第二山下)
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