
大会名称

協会 広島県バドミントン協会
開催日 2018.04.22　　受付 9：00～
会場 安芸区スポーツセンター
実施種目 MS40 ４０歳以上男子シングルス １０人

MD40 ４０歳以上男子ダブルス １８組
WS40 ４０歳以上女子シングルス 　３人
WD40 ４０歳以上女子ダブルス １０組
XD40 ４０歳以上混合ダブルス １６組
MS50 ５０歳以上男子シングルス 　６人
MD50 ５０歳以上男子ダブルス １１組
WD50 ５０歳以上女子ダブルス 　７組
XD50 ５０歳以上混合ダブルス 　９組

※参加数が１人（組）の場合にのみ参加料の返金を行います。
　返金は予選会会場 受付で申込責任者または本人にお渡しします。

【駐車場について】スポーツセンター北側の大会用駐車場をご利用ください。
　　　　　　　　　 駐車台数に限りがありますのでなるべく乗り合わせてお越しください。

広島県バドミントン協会事務局 Mail：hirobad@hi.enjoy.ne.jp

TEL＆FAX：082-275-6878

《参加者名簿》
種目 名前 所属

MS40 工藤 由紀夫 チーム福山
MS40 兼俵 和則 輝スポーツ
MS40 大下 隆輔 輝スポーツ
MS40 板垣 哲司 広島教職員クラブ
MS40 増田 朋典 マツダ
MS40 岡島 謙一 のぼり
MS40 内部 昌史 広島シャトル
MS40 仁井 聡 ＰＬＵＭＥ
MS40 一反田 崇啓 フレイマーズ
MS40 二嶋 延久 チーム福山

MD40 原 弘之 大芝ＢＣ
髙山 靖浩 三菱重工広島

MD40 安倍 俊太郎 府中市バドミントン協会
松本 啓二 府中市バドミントン協会

MD40 兼俵 和則 輝スポーツ
江頭 秀範 輝スポーツ

MD40 北井 健一郎 山本体協
横山 将城 山本体協

MD40 守安 孝二 ＪＦＥスチール㈱
座覇 直樹 ヒマラヤスポーツ

MD40 坂脇 達巳 広島市役所
犬童 秀一 広島教職員クラブ

MD40 仁井 聡 ＰＬＵＭＥ
太田尾 忍 ＰＬＵＭＥ 次ページにつづく

第３９回広島県会長杯バドミントン大会兼
第１９回中国地区シニアバドミントン選手権大会広島県予選会

参加者名簿に訂正がある場合は、早急に下記事務局までご連絡ください。
訂正締切 ４月１４日（土）



MD40 二嶋 延久 チーム福山
林 雅 杉山スポーツ

MD40 増田 朋典 マツダ
小久保 陽 のぼり

MD40 日浦 雅樹 広島シャトル
前久保 貞見 広島シャトル

MD40 白井 靖之 ＢＦＣＣ
工藤 由紀夫 チーム福山

MD40 岡島　謙一 のぼり
内部　昌史 広島シャトル

MD40 中川 司 無所属
吉田 鉄郎 無所属

MD40 南本 悟 ＰＬＵＭＥ
屋敷 善浩 ＬＩＮＫ

MD40 一反田 崇啓 フレイマーズ
高橋 昌志 フレイマーズ

MD40 杉原 篤 福山友クラブ
橋本 寛由 福山友クラブ

MD40 大上 賢一 舟入ＢＣ
宇野 篤幸 のぼり

MD40 多賀 行知 ＬＩＮＫ
田中 貴章 ＬＩＮＫ

WS40 山本 清子 吉田体協
WS40 佐藤 美佳 西区同好会
WS40 濱本 優子 海自呉

WD40 岩佐 晃子 広島スウィング
五石 千恵 広島スウィング

WD40 田尾 良恵 無所属
伊藤 笑美子 マミーズ

WD40 植田 真奈美 マミーズ
山田 恵子 広島スウィング

WD40 奥田 智恵美 マミーズ
高林 京子 広島スウィング

WD40 宮地 優子 福山ＭＢＣ
塚脇 もと子 福山ＭＢＣ

WD40 髙山 順子 ミッキー
野戸 礼奈 ミッキー

WD40 林　久枝 杉山スポーツ
岩本　麻紀 広島エコー

WD40 日野石 智子 広島スウィング
村上 恵 広島スウィング

WD40 山岡 幸枝 広島フェローズ
山田 奈緒 広島フェローズ

WD40 田村 千恵 マミーズ
竹中 英美 スマッシュ



XD40 川田　輝夫 輝スポーツ
中村  恵子 広島教職員クラブ

XD40 髙山 靖浩 三菱重工業広島
髙山 順子 ミッキー

XD40 南本 悟 ＰＬＵＭＥ
五石 千恵 広島スウィング

XD40 江頭 秀範 輝スポーツ
伊藤 笑美子 マミーズ

XD40 原 弘之 大芝ＢＣ
野戸 礼奈 ミッキー

XD40 松本 啓二 府中市バドミントン協会
松本 嘉 福山ＭＢＣ

XD40 坂脇 達巳 広島市役所
西尾 依美 マミーズ

XD40 多賀 行知 ＬＩＮＫ
伊藤 幸恵 ＬＩＮＫ

XD40 栗山 大輔 海自呉
栗山 好 海自呉

XD40 前久保 貞見 広島シャトル
山田 恵子 広島スウィング

XD40 小久保 陽 のぼり
日野石 智子 広島スウィング

XD40 林 雅 杉山スポーツ
林 久枝 杉山スポーツ

XD40 安倍　俊太郎 府中市バドミントン協会
上岡 裕子 府中市バドミントン協会

XD40 犬童 秀一 広島教職員クラブ
山岡 幸枝 広島フェローズ

XD40 田中 貴章 ＬＩＮＫ
奥田 智恵美 マミーズ

XD40 宇野 篤幸 のぼり
檜垣 恵 無所属

MS50 平野 泰史 中国電力
MS50 黒瀬 清文 中国電力
MS50 垣内 一男 三原クラブ
MS50 有田 啓一 三原クラブ
MS50 山村 和夫 広島友クラブ
MS50 宮宗 芳昭 チーム福山

MD50 藤井 謙一 チーム福山
宮宗 芳昭 チーム福山

MD50 黒瀬 清文 中国電力
平野 泰史 中国電力

MD50 沼本 泰治 ローツェ
山崎 弘 ローツェ

MD50 山村 和夫 広島友クラブ
笹口 浩基 広島教職員クラブ

MD50 小越 弘之 大芝ＢＣ
藤田 康二 大芝ＢＣ

MD50 垣内 一男 三原クラブ
有田 啓一 三原クラブ 次ページにつづく



MD50 西本 孔二 輝スポーツ
窪田 貴吉 ミッキー

MD50 大塚 浩師 緑町クラブ
兼次 雅也 緑町クラブ

MD50 山領 篤 広島市役所
玉澤 隆義 広島友クラブ

MD50 新竹 洋次 青崎クラブ
佐々木 和義 広島市役所

MD50 大堂 博之 ミッキー
福永 篤 ミッキー

WD50 中村 尚美 三原クラブ
濱本 優子 海自呉

WD50 榎本 百合子 ＭＭＣ
清水 博美 広島フェローズ

WD50 柿原 智子 福山ＭＢＣ
矢部 喜美子 広島エコー

WD50 須賀 すみれ 祇園クラブ
入澤 礼子 祇園クラブ

WD50 工 幹江 ウインズ・アイ
佐藤 美佳 西区同好会

WD50 仁紫 洋子 府中市バドミントン協会
上岡 裕子 府中市バドミントン協会

WD50 西尾 依美 マミーズ
彦田 美穂 マミーズ

XD50 沼本 泰治 ローツェ
柿原 智子 福山ＭＢＣ

XD50 新竹 洋次 青崎クラブ
榎本 百合子 ＭＭＣ

XD50 森政 和弘 福山友クラブ
佐藤 晶子 福山ＭＢＣ

XD50 笹口 浩基 広島教職員クラブ
清水 博美 広島フェローズ

XD50 玉澤 隆義 広島友クラブ
井下 由紀子 広島スウィング

XD50 山崎 弘 ローツェ
井上 尚美 ローツェ

XD50 山領 篤 広島市役所
彦田 美穂 マミーズ

XD50 仁紫 俊晴 府中市バドミントン協会
仁紫 洋子 府中市バドミントン協会

XD50 杉原 篤 福山友クラブ
仲 今日子 福山ＭＢＣ


