
大会名称

協会 広島県バドミントン協会
開催日 2018.04.21　　受付 9：00～
会場 安芸区スポーツセンター
実施種目 MS30 ３０歳以上男子シングルス １３人

MD30 ３０歳以上男子ダブルス １０組
WS30 ３０歳以上女子シングルス 　１人　※実施しません　　
WD30 ３０歳以上女子ダブルス 　２組　※順位決定戦を行います
MS60 ６０歳以上男子シングルス 　５人
MD60 ６０歳以上男子ダブルス 　４組
WD60 ６０歳以上女子ダブルス 　２組　※順位決定戦を行います
XD60 ６０歳以上混合ダブルス 　４組
MS65 ６５歳以上男子シングルス 　５人
MD65 ６５歳以上男子ダブルス 　５組
WD65 ６５歳以上女子ダブルス 　１組　※実施しません　　
XD65 ６５歳以上混合ダブルス 　４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

MS30 出井 大輔 羽人
MS30 西村 圭太 のぼり
MS30 上田 尚輝 マツダ
MS30 植田 雄介 羽
MS30 藤原 裕也 菩薩時代
MS30 松田 亮 のぼり
MS30 金本 晃 のぼり
MS30 中村 陽祐 広島教職員クラブ
MS30 板坂 直樹 マツダ
MS30 西 活哉 大野ＢＣ
MS30 大瀬戸 恭平 福山友クラブ
MS30 守屋 好崇 チーム福山
MS30 笹島 崇嗣 チーム福山

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）



MD30 出井 大輔 羽人
隠澤 和恭 のぼり

MD30 松石 公輔 ＬＩＮＫ
藤吉 拓也 ＬＩＮＫ

MD30 落窪 寛茂 羽人
西村 圭太 のぼり

MD30 大瀬戸 恭平 福山友クラブ
守屋 好崇 チーム福山

MD30 金本 晃 のぼり
西 活哉 大野ＢＣ

MD30 上田 尚輝 マツダ
中原 雅人 マツダ

MD30 長原 秀和 フリーセンス
宗重 修二 フリーセンス

MD30 松田 亮 のぼり
福原 将太 中国電力

MD30 八木 健治 マツダ
森重 克紘 菩薩時代

MD30 白井賢太 のぼり
阿部芳弘 瞬

WS30 梶川 寿子 のぼり

WD30 村上 真由美 広島フェローズ
本山 奈緒 青崎クラブ

WD30 登里 展子 福山友クラブ
濱田 咲子 福山ＭＢＣ

MS60 矢野 邦彦 ミッキー
MS60 角田 秀行 広島友クラブ
MS60 柏原 晃 因島クラブ
MS60 武田 要 広島友クラブ
MS60 浜名 利之 広島友クラブ

MD60 向井 健次 ミッキー
林 栄植 ミッキー

MD60 吉村 勲 古田体協
尾之上 脩司 観音西体協

MD60 角田 秀行 広島友クラブ
武田 明彦 広島友クラブ

MD60 長谷川 正範 ミッキー
矢野 邦彦 ミッキー

WD60 中村 晴子 福山ＭＢＣ
桑田 敬子 福山ＭＢＣ

WD60 関城 聖子 広島エコークラブ
原田 町子 スマッシュ



XD60 吉村 勲 古田体協
関城 聖子 広島エコークラブ

XD60 林 栄植 ミッキー
林 美恵子 ミッキー

XD60 武田 明彦 広島友クラブ
松原 春美 広島スウィング

XD60 長谷川 正範 ミッキー
長谷川 敦子 広島エコークラブ

MS65 伊藤 政美 ミッキー
MS65 桑田 幸治 ＢＦＣＣ
MS65 前田 巧 ＢＦＣＣ
MS65 宇谷 等 ミッキー
MS65 藤本 吉三 広島市役所

MD65 河島 正志 ＢＦＣＣ
桑田 幸治 ＢＦＣＣ

MD65 藤本 吉三 広島市役所
井原 喜代治 ミッキー

MD65 坂本 睦義 白羽根クラブ
松岡 和夫 ミッキー

MD65 中野 宣隆 ミッキー
松井 康純 ミッキー

MD65 伊藤 政美 ミッキー
世羅 信男 ミッキー

WD65 板垣 美鈴 Ｂ．Ｃ西条
後燈明 小夜子 ミッキー

XD65 岩本 悦郎 ミッキー
下﨑 惠子 ミッキー

XD65 井原 喜代治 ミッキー
板垣 美鈴 Ｂ．Ｃ西条

XD65 世羅 信男 ミッキー
後燈明 小夜子 ミッキー

XD65 坂本 睦義 白羽根クラブ
山本 政美 ミッキー


