
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

くまくら たすく さくらい ゆうま なかおか あきひろ かとう まこと

熊倉 佑 桜井 勇馬 中岡 晃啓 加藤 誠

うえの なぎさ たかしな ようこ ふじわら ゆり ほんごう りょうこ

上野 渚 高科 庸子 藤原 由里 本郷 涼子

(ラッキー･ワイズ) (ジコチュウ･長津田Ａ) (Ｔ．Ｐ．Ｍ) (ｍｉｔｕｚａｗａ．ＢＣ)

みやじま さとし かとう かずなり あまの まこと はしもと だいはち

宮島 啓 加藤 一音 天野 誠 橋本 大八

すがの みか ほりうち あきこ ときた えりか はしもと もえ

菅野 美香 堀内 亜紀子 鴇田 江利香 橋本 望絵

(Ｔ．Ｐ．Ｍ) (はねの会･湘南フライングシャトラーズ) (ｒｕｓｈ！･モアーズ) (スリーセブン)

おぎの まさとら ひらの ひろし あおやぎ だいすけ たけたに まさふみ

荻野 将虎 平野 浩 青柳 大輔 竹谷 雅史

きのした あみ こぐれ ひでよ やまざき ゆかり こばやし みき

木下 亜美 小暮 英代 山崎 由加里 小林 未来

(ＴＥＡＭ ＫＯ－ＫＩ･ｒｕｓｈ！) (フィフティーズ) (ｒｕｓｈ！･一般) (あられ)

ごみ ひろき さとう みつとし なかやま さとる しみず しょういちろう

五味 大貴 佐藤 充敏 中山 聡 清水 祥一郎

やまうら さおり ともふじ まき なかやま としえ すずき めい

山浦 沙織 友藤 真輝 中山 利枝 鈴木 萌唯

(Ｄａｈｌｉａ) (フリー) (フリー･テルサＭＩＨＯ) (ＡＢＣ)

ろくたん まさかず よしかわ まさお すがわら たくや いりえ りゅうと

六反 政和 吉川 正夫 菅原 拓也 入江 隆斗

よしだ きよみ いちのせ よしえ おおはし さえり よこやま まなみ

吉田 清美 一瀬 淑枝 大橋 冴理 横山 愛美

(日吉軍団･ユーバー) (川崎市役所･長津田Ａ) (調布･八王子) (ｒｕｓｈ！･一般)

おおむら まさたか こんどう やすふみ ひらい しげゆき たむら ひろき

大村 政貴 近藤 恭史 平井 茂幸 田村 大樹

おおもり なな ひがしなかがわ やよい ながお いつき わたなべ ちえり

大森 奈菜 東中川 弥生 長尾 樹 渡邊 知恵莉

(レインボークラブ) (エスケープ) (ＧＴＭ･山下) (松陽高校ＯＢ･松陽高校ＯＧ)

きたずみ たくお かたうけ けんいち すいづ のぶひこ まつもと けんのすけ

北澄 拓央 片受 健一 水津 伸彦 松本 剣之介

きたずみ こずえ いまとう すえこ はせがわ としこ たじつ ようこ

北澄 梢 今任 季子 長谷川 淑子 田實 陽子

(ＩＢＣ) (第二山下･山下) (ウイステリア･ＭＩＤＯＲＩ) (山田バドミントンクラブ)

たかしま ふみひこ あおき ともゆき さんじょう たつや ながた みのる

高島 史彦 青木 智幸 三条 達也 永田 稔

あべ なるみ やまや えりか やまもと ゆり きたわき しずか

阿部 なる美 山谷 恵里佳 山本 友理 北脇 静香

(フリー) (ＭＢＣ) (フリー) (テルサＭＩＨＯⅡ･テルサＭＩＨＯ)

うすい けんいち おざき しんや すがわら けんじ たけむら たくみき

臼井 健一 尾崎 真也 菅原 健司 武村 琢生

しんたに みどり かじ のりこ よしの こずえ まつお なみ

新谷 緑 鍛治 典子 吉野 こずえ 松尾 奈実

(テルサＭＩＨＯⅡ･テルサＭＩＨＯ) (ソニー厚木･フリー) (フリー) (神奈川学園･文教大学)

たなか ひさし こばやし よしゆき みどり たくや しらい りょう

田中 久志 小林 由幸 見取 拓哉 白井 凌央

あんどう たかこ おぐち ふみな かなざわ あさみ よしかわ ちひろ

安藤 孝子 小口 文菜 金沢 麻実 吉川 ちひろ

(ＭＫ５･日南Ｂ) (Ｔ．Ｐ．Ｍ) (山田バドミントンクラブ) (ＧＡＴＥ)

かのう だいすけ あだち けいた うだがわ たつや わがつま ひろき

狩野 大輔 足立 慶太 宇田川 辰也 我妻 洋来

たかはし かよこ さいとう じゅんこ にのみや ふみえ おきざき きょうこ

高橋 加代子 斉藤 潤子 二宮 史恵 沖崎 恭子

(ハイパーサンタ) (スマートショット･山下) (山田バドミントンクラブ) (しぇいくはんず)

むとう よしはる あまの ゆう おおやま たかし いいじま ふじお

武藤 良治 天野 悠 大山 貴志 飯島 富士夫

まつざき あつこ いずち かおり やまうら みどり たぶち ゆうこ

松崎 厚子 井土 歌織 山浦 みどり 田渕 祐子

(ハイパーサンタ) (フリー) (ＯＲＡＮＪＩ) (テルサＭＩＨＯⅡ･中山ＢＣ)

もちます のぶあき ながせ やすお たむら ゆうすけ やぎ としお

持増 信昭 永瀬 康生 田村 勇祐 八木 敏男

おおや ともみ おの としみ わたなべ みき やぎ かずみ

大矢 智美 小野 淑美 渡辺 美紀 八木 和美

(日南･日南Ｂ) (Ａｓｔｅｌｌａｓ･逗子なぎさ) (稲荷ＢＣ) (フリー)

うの たかまさ すぎむら たかゆき あべ たつや いしい ひろし

宇野 貴道 杉村 孝之 阿部 達也 石井 洋

かなあみ みほ おさない あおい さかぐち かなこ とどころ ゆうこ

金阿彌 美穂 小山内 葵 坂口 加奈子 外處 裕子

(ＭＫ５) (フリー) (フリー) (オールディーズ･シャッフル)

いわさき もりとし こいで たけひこ たきざわ あきひろ たなか おさむ

岩崎 盛俊 小出 武彦 瀧澤 明弘 田中 修

まつい みかこ ひろべ めぐみ やまもと かおり みしま えみこ

松井 美佳子 廣部 めぐみ 山本 佳織 三島 恵美子

(相模原市役所) (ジャスタウェイ) (羽狂) (竹山･ファンタジー)

なかがみ ゆうじ みやた ほだか たかやま せいいち いいだ のぼる

中上 雄史 宮田 穂高 高山 清一 飯田 登

ほしの かずこ みながわ はるみ たかやま あけみ いいだ ちえこ

星野 和子 源川 晴美 高山 明美 飯田 千恵子

(もえぎ野クラブ) (十二天) (すすき野ＢＣ) (フリー)

たむら かずお うらた いさお たけうち ひでき ふかざわ だいすけ

田村 和男 浦田 功 竹内 秀樹 深澤 大輔

やまぐち のりこ ちば ちえみ かきぬま あつみ やなぎはし きえ

山口 則子 千葉 千恵美 柿沼 敦美 柳橋 起恵

(テルサＭＩＨＯⅡ･山下) (ＰＡＤ) (山田バドミントンクラブ) (フリー)

やまもと ひとし たかぎ まさひろ みやた しげよし にい たかのり

山本 均 高木 正博 宮田 茂吉 仁位 高徳

たむら きょうこ さとう せいこ たけだ きょうこ わたなべ あい

田村 恭子 佐藤 聖子 武田 京子 渡邊 あい

(Ｋ５５１) (らぶオール) (日南･一般) (山田バドミントンクラブ)
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