
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

かとう かずなり たきざわ しゅん

加藤 一音 瀧澤 駿

ほりうち あきこ すずき まい

堀内 亜紀子 鈴木 真衣

(フリー) (ｒａｓｈ！)

ほんごう あきよし こかじじ けんすけ

北郷 慶秋 小鍛治 建介

かわはら あずさ すけなが あい

川原 あず沙 助永 愛

(ｒａｓｈ！) (イースト･フリー)

あらい つばさ まえおか ゆうすけ

新井 飛翔 前岡 佑輔

なかむら ともみ さぬき ゆい

中村 友文美 佐貫 唯

(ｒａｓｈ！) (ｒａｓｈ！)

いけがみ ゆうじ ほりえ とおる

池上 雄士 堀江 徹

あまの じゅり やまさき しほ

天野 珠里 山崎 志保

(ＹＡＮＧ ＹＡＮＧ･ｒｕｓｈ！) (ＴＥＡＭ ＫＯ－ＫＩ･ｒａｓｈ！)

えびすざき まさひろ こがねざわ たく

蛭崎 昌弘 小金澤 琢

えびすざき りえ くまざわ みなみ

蛭崎 利恵 熊澤 みなみ

(ＳＰ) (一般)

おおた けいと はしもと ゆうすけ

太田 彗斗 橋元 勇祐

きそ ななえ ますの さやか

木曽 奈苗 増野 早耶香

(フリー) (ＴＥＡＭ ＫＯ－ＫＩ･ｒａｓｈ！)

しむら まさお なかやま ゆういち

志村 昌雄 中山 雄一

あかま まさこ ふくだ しほこ

赤間 正子 福田 史歩子

(羽魂) (ＧＴＭ･山下)

いりえ ただゆき えびはら ひろき

入江 禎之 海老原 弘樹

やすだ みか おりと ひとみ

安田 美香 折戸 ひとみ

(若草･フリー) (緑クラブ)

あんどう たかし たきざわ あきひろ

安藤 隆 瀧澤 明弘

あんどう まさこ やまもと かおり

安藤 昌子 山本 佳織

(Ｙオールディーズ･オールディーズ) (一般)

すぎまち たかと つづき しゅんすけ

杉町 敬人 都築 俊介

せきぐち みよし はやし ゆうか

関口 美由 林 由夏

(一般) (ＴＰＭ)

なりた けいすけ さとう たいま

成田 圭祐 佐藤 大雅

ふるや なおみ かんの くみこ

古屋 奈穂美 菅野 久美子

(ＴＰＭ) (Ｙオールディーズ･山下)

なかがみ ゆうじ あるが りょう

中上 雄史 有賀 涼

ほしの かずこ はりかわ かなこ

星野 和子 播川 加奈子

(もえぎ野クラブ) (ＧＴＭ･一般)

かまくら やすゆき たなか ひさし

鎌倉 保之 田中 久志

かまくら よしえ あんどう たかこ

鎌倉 佳江 安藤 孝子

(チームさくら) (日南･日南Ｂ)

かきぬま りゅうま やまもと かずひろ

柿沼 隆馬 山本 和弘

たなか さなえ ふくにし ゆに

田中 早苗 福西 由仁

(逗子クラブ･はまなん) (フリー)

たむら かずお こもかた けんじ

田村 和男 菰方 健二

やまぐち のりこ くぎや ゆき

山口 則子 釘屋 友紀

(テルサＭＩＨＯⅡ･山下) (中村軍団)

よこた てつや さくらば まなぶ

横田 哲也 桜庭 学

たなか あや しまだ なおみ

田中 彩 島田 直美

(フリー) (テルサＭＩＨＯⅡ･フリー)

さいとう ひであき つだ よしひろ

斉藤 英昭 津田 由廣

みながわ はるみ かきざき けいこ

源川 晴美 柿崎 恵子

(十二天) (ＴＳＣＢＣ)

すやま つよし やと たかし

須山 剛 谷戸 隆司

さいとう さとみ やと さちこ

齋藤 里美 谷戸 幸子

(一般) (日南･日南Ｂ)

やまの かずひろ しらせ けんじ

山野 一弘 白瀬 健二

おがわ さおり ほし  ともみ

小川 さおり 星 智美

(神威～ＡＲＩＳＥ～) (子母口ＰＴＡバドミントン)

みやまつ ただし こばやし はるき

宮松 正 小林 晴記

おかべ いずみ あらかわ ゆうら

岡部 泉 荒川 ゆうら

(神威～ＡＲＩＳＥ～) (ライトホワイト)

たかはし りょうせい なおかわ じゅんや

高橋 亮星 直川 純哉

ふたご ひろみ こやま いくみ

二子 寛美 小山 郁実

(ライトホワイト) (三浦会)

しのはら たかお いいじま ふじお

篠原 孝夫 飯島 富士夫

さかい ちづる たぶち ゆうこ

酒井 千鶴 田渕 裕子

(ＴＳＣＢＣ) (テルサＭＩＨＯⅢ･中山ＢＣ)
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