
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

おおつき　じゅんや なかにし ゆうすけ いわさき たかと おくだ だいき

大槻 純也 中西 勇介 岩崎 鷹叶 奥田 大貴

いとう　なつみ にしむら あゆな まつやま ゆみ いわお みさき

伊藤 奈採 西村 鮎奈 松山 友美 岩尾 美咲

(運動具屋) (ＰＯＯＨさん) (ＰＯＯＨさん) (ホワイトトップ)

みつなが しんいち みやもと かい はらだ りょう しぎょう ゆうすけ

光永 慎一 宮本 海 原田 亮 執行 裕介

よしざき みゆう あだち ともよ ふしみ はるな ほんだ かほり

吉崎 未有 安達 朋代 伏見 晴菜 本田 かほり

(Ｖ－ＴＥＣ) (ＰＯＯＨさん) (一般) (サバンナ)

はしもと ともかず ごとう ひろのぶ みずさき かずひこ はぎいわ やん

橋本 知和 後藤 広宣 水崎 一彦 萩岩 ヤン

はしもと ちえ たけなか しずか いけがみ あかり ひろせ なほ

橋本 知依 竹中 静香 池上 あかり 廣瀬 菜穂

(Ｔ・Ｃクラブ) (はねぐみ) (ホワイトトップ) (Ｈ＆Ｈ)

みやもと かい しのはら いいきいっき きど ひろよし みやはら かずま

宮本 海 篠原 一貴 城戸 洋欣 宮原 一馬

かわさき せいだい おくだ だいき きど たかお なかにし ゆうすけ

川崎 誠大 奥田 大貴 城戸 孝夫 中西 勇介

(ＰＯＯＨさん) (ステップアップ･はねぐみ) (バド市場) (ＰＯＯＨさん)

おくだ ようすけ いとう かける ふじわら こういち しらいし たくじ

奥田 陽介 伊東 翔 藤原 耕一 しらいし たくじ

かど はた ゆうま しぎょう ゆうすけ かわはらだ ちから ばば だいち

門畑 祐馬 執行 裕介 川原田 力 ばば だいち

(チームさかな) (サバンナ) (シャトルキング) (マミえもん)

つぼた けんたろう やまさき やすと まさくに たかし さえき ひろし

坪田 健太郎 山崎 泰斗 正国 高志 佐伯 博司

たなべ よしき みよし こうすけ なわた まなぶ しらかわ ひさし

田邊 義喜 三好 康介 縄田 学 白川 央

(小竹バドミントンクラブ･フェザーユニット) (山田愛好会) (直方コンパス) (直方コンパス)

くらはし ちか いけじり あきこ きのした あきこ まつやま ゆみ

倉橋 知伽 池尻 昭子 木下 章子 松山 友美

あそう ゆうか まつくま あつこ さかもと しずか にしむら あゆな

麻生 祐花 松隈 敦子 坂本 静香 西村 鮎奈

(ＰＯＯＨさん) (バド市場) (小竹バドミントンクラブ) (ＰＯＯＨさん)

にしやま めぐり たけなか きよか こやしき あや なかがわ かな

西山 愛莉 竹中 白香 小屋敷 あや なかがわ かな

いわお みさき きしの なほ あだち ともよ さとう まみ

岩尾 美咲 岸野 夏帆 安達 朋代 さとう まみ

(はねぐみ) (はねぐみ) (ＰＯＯＨさん) (マミえもん)

よしざき みゆう ないとう みき いしかわ けいこ くまがえ のりこ

吉崎 未有 内藤 美紀 石川 啓子 熊谷 法子

かつはら れな みやざき みよこ ますだ かよこ たけなか しずか

勝原 玲奈 宮崎 美代子 増田 加代子 竹中 静香

(Ｖ－ＴＥＣ) (直方コンパス) (山田愛好会) (山田愛好会･はねぐみ)

男子複Ａクラス

男子複Ｂクラス(Best4)

男子複Ｃクラス

女子複Ａクラス

女子複Ｂクラス

女子複Ｃクラス

三　　　　　　位

2015.10.25　ｻﾙﾋﾞｱﾊﾟｰｸ　

嘉麻オープンバドミントン大会

混合複Ａクラス

混合複Ｂクラス

混合複Ｃクラス


