
第23回中国地区シニアバドミントン選手権大会 参加者名簿 兼 大会参加料支払申込書

30MS 30MD 30WS 30WD 40MS 40MD 40WS 40WD 40XD 50MS 50MD 50WS 50WD 50XD
３０男子単 ３０男子複 ３０女子単 ３０女子複 ４０男子単 ４０男子複 ４０女子単 ４０女子複 ４０混合複 ５０男子単 ５０男子複 ５０女子単 ５０女子複 ５０混合複

大和 一輝 藤岡 久美 川田 輝夫 林 久枝 川田 輝夫 前久保 貞見 西尾 依美 山領 篤
土井 悠也 古小路 唯 小田 悟史 岩本 麻紀 中村 恵子 日浦 雅樹 彦田 美穂 彦田 美穂

(菩薩時代) (菩薩時代) （推薦出場者） （推薦出場者） (羽) (輝スポーツ) （推薦出場者） （推薦出場者） （推薦出場者） （推薦出場者） (広島シャトル) （推薦出場者） （推薦出場者） （推薦出場者）

白井 賢太 川地 裕美 森 昭暢 中村 恵子 小久保 陽 玉澤 隆義 竹中 英美 笹口 浩基
平下 徹 指方 麻希 村上 勝己 小田 千恵子 日野石 智子 濱野 貢揮 田村 千恵 清水 博美

(のぼり) (のぼり・大野ＢＣ) (のぼり) (広島エコークラブ・海自呉) (無所属) (青崎クラブ・広島市役所) （推薦出場者） （推薦出場者） (のぼり・広島スウィング) （推薦出場者） (広島友クラブ・広島シャトル) (広島スウィング) (スマッシュ・羽人) （推薦出場者）

西 活哉 内部 京子 坂本 教行 本山 奈緒 村上 勝己 内田 貴 奥田 智恵美 安倍 俊太郎
下垣 直也 梶川 寿子 下前 陽平 村上 真由美 村上 真由美 三吉 勉 榎本 百合子 松本 嘉

(大野ＢＣ) (大野ＢＣ) (マミーズ・のぼり) (広島シャトル) (福山友クラブ・羽) （推薦出場者） (広島市役所・青崎クラブ) (広島シャトル) (ＪＦＥスチ―ル・スター☆チアフル) (吉田体協) (ミッキー・ＭＭＣ) (府中市協会・福山ＭＢＣ)

加藤 具隆 林 雅 日野石 智子 岡島 謙一 山領 篤 岡本 恭子 玉澤 隆義
津山 裕史 落窪 寛茂 村上 恵 竹中 英美 船倉 正 山田 奈緒 山田 恵子

(チーム福山) (マツダ・ＪＦＥスチール) (福山友クラブ) (杉山スポーツ・羽人) (広島スウィング) (のぼり・スマッシュ) (福山友クラブ) (広島市役所・大野ＢＣ) (海田ＫＢＢ・広島フェローズ) (広島友クラブ・広島スウィング)

佐藤 紘輔 内部 昌史 龍田 早苗 橋本 寛由 沼本 泰治 松本 嘉 沼本 泰治
平櫛 嵩之 岡島 謙一 豊島 志穂 中ノ瀬 展子 山崎 弘 仲 今日子 柿原 智子

(大野ＢＣ) (瞬) (ＪＦＥスチ―ル) (広島シャトル・のぼり) (ＴＥＡＭ５５・広島エコークラブ) (福山友クラブ) (三原クラブ) (ローツェ) (福山ＭＢＣ) (ローツェ・福山ＭＢＣ)

村上 翔太 橋本 寛由 井手 俊美 林 雅 有田 啓一 田尾 良恵 新竹 洋次
畦坪 隼 守安 孝二 永井 仁美 林 久枝 垣内 一男 伊藤 笑美子 榎本 百合子

(菩薩時代) (瞬・チーム福山) (福山友クラブ) (福山友クラブ・ＪＦＥスチ―ル) (広島エコークラブ) (杉山スポーツ) (チーム福山) (三原クラブ) (ＰＬＵＭＥ・マミーズ) (青崎クラブ・ＭＭＣ)

大瀬戸 恭平 宇谷 一博 宮地 優子 栗山 大輔 小越 弘之 中村 尚美 小越 弘之
守屋 好崇 西田 景祐 箕田 純子 栗山 好 藤田 康二 濱本 優子 角 美智子

(のぼり) (チーム福山) (チーム福山) (東野体協・無所属) (福山ＭＢＣ・マミーズ) (海自呉) (三原クラブ) (大芝ＢＣ) (海自呉) (大芝ＢＣ)
福原 祐也 小久保 陽 山野 訓江 宇谷 一博 曽我部 義之 榎 陽子 山崎 弘
上木 貴史 増田 朋典 栗山 好 佐々木 光香 新竹 洋次 藤馬 玲子 井上 尚美

(ＪＦＥスチール) (広島シャトル・のぼり) (羽人) (のぼり・マツダ) (三原クラブ・海自呉) (東野体協・スマッシュ) (無所属) (マツダ・青崎クラブ) (福山ＭＢＣ) (ローツェ)
南本 悟 佐々木 光香 落窪 寛茂 清水 博美 内田 貴
屋敷 義浩 隠居 未奈 田村 千恵 平川 裕子 山岡 幸枝
(ＰＬＵＭＥ・ＬＩＮＫ) (スマッシュ・スター☆チアフル) (羽人) (大野ＢＣ) (広島フェローズ) (ＪＦＥスチ―ル・広島フェローズ)

高山 順子 座覇 直樹
須田 玲子 仲 今日子
(ミッキー・海田ＫＢＢ) (ヒマラヤスポーツ・福山ＭＢＣ)

内山 智恵
佐藤 ゆかり
(祇園クラブ)

 参加者名簿の支払申込する選手名を○で囲み、下記の申込内容記入欄に必要事項を記入してください。（参加資格を得た者は必ず手続きすること）

 申込書はメールまたはFAXで送付し、期日までに参加料の振込みをしてください。（１人１種目2,500円）

 申込みは、できる限り所属団体または身近な方でとりまとめて行うようご協力お願い致します。

 ※出場者は４月の予選会で決定しており、申込みのキャンセルはできません。（推薦出場者も申込希望確認済） 自己都合により出場できない場合は"棄権"となります。

 振込名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）  振込合計金額  振込日 振込先：広島銀行 皆実町支店  (普通)３１１９３２０

　　　　広島県バドミントン協会事務局 住岡照行

申込・問合せ先：広島県バドミントン協会事務局（村上）
　※申込書が２ページ分ある場合は、まとめてご記入してください。 　　　　広島市西区南観音8-12-20 ﾆｼﾋﾛ本社屋1F

　今後、大会中止等により参加料返金になった場合の振込口座をご記入ください。 　　　　Mail  hirobad@hi.enjoy.ne.jp　TEL＆FAX  082-275-6878    

預金種類 普通・当座 　※ 本件に関する問い合わせは、

口座番号 口座名義 　　　　　　県協会事務局までメールでお問い合わせください。

古小路 唯

9

10

11

宮地 優子 龍田 早苗

小田 千恵子藤岡 久美

大和 一輝

白井 賢太

西 活哉

曽我部 義之

前久保 貞見

3

4

5

大瀬戸 恭平

平下 徹

下前 陽平

中村 博

本山 宏士

種目

1

2

6

7

8

守安 孝二

宮奥 朋幸

船倉 正

工藤 由紀夫

岩本 祥彦 河上 勝美

上木 貴史

津山 裕史

井下 由紀子

山本 清子日浦 雅樹

森政 和弘

垣内 一男

宮宗 芳昭

有田 啓一

坂本 教行

銀行返金用
振込口座

支店

申込締切 ９月９日(金)必着

申込内容
記入欄 　　　　　　　　　

　　　　　 　　 円  　  　 月   　  日 

土井 悠也

※推薦出場者で、種目
(年代)を変更して申込希
望の方は、早急に事務局
へご連絡ください！



第23回中国地区シニアバドミントン選手権大会 参加者名簿 兼 大会参加料支払申込書 申込締切 ９月９日(金)必着

60MS 60MD 60WD 60XD 65MS 65MD 65WD 65XD 70MS 70MD 70WD 70XD
６０男子単 ６０男子複 ６０女子複 ６０混合複 ６５男子単 ６５男子複 ６５女子複 ６５混合複 ７０男子単 ７０男子複 ７０女子複 ７０混合複

角田 秀行 桑田 敬子 福井 政夫 林 栄植 角 美智子 林 栄植 花本 一一 花本 栄子 花本 一一
福井 政夫 中村 晴子 松原 春美 向井 健次 平河 千鶴 林 美恵子 伊藤 政美 上田 由美子 花本 栄子

(広島友クラブ) （推薦出場者） （推薦出場者） (青崎クラブ・広島スウィング) (広島友クラブ) （推薦出場者） （推薦出場者） （推薦出場者） (広島市役所) (ミッキー・無所属) (ミッキー・海田KBB) （推薦出場者）

山村 和夫 井下 由紀子 田渕 律典 西田 義則 藤田 みどり 武田 要 前田 巧 坂本 睦義
笹口 浩基 松原 春美 田渕 雪江 尾之上 脩司 関城 聖子 平河 千鶴 藤井 雅之 山本 政美

(ＴＥＡＭ５５) （推薦出場者） (広島スウィング) (ラブオール・広島スウィング) (広島友クラブ) (ミッキー・観音西体協) （推薦出場者） (広島友クラブ・シャトルママ) (ＢＦＣＣ) (ＢＦＣＣ) （推薦出場者）

浜名 利之 竹岡 千代美 長谷川 正範 長谷川 正範 寺岡 雅美 尾之上 脩司 坂本 睦義 井原 喜代治
武田 明彦 柿原 智子 長谷川 敦子 矢野 邦彦 原田 町子 藤田 みどり 藤本 吉三 板垣 美鈴

(中国電力) (広島友クラブ) (福山ＭＢＣ) (ミッキー・広島エコークラブ) (ミッキー) (ミッキー) (ＭＭＣ・スマッシュ) (観音西体協・五日市グリーン) (ＢＦＣＣ) (白羽根クラブ・広島市役所) (ミッキー)
田渕 律典 長谷川 敦子 久保 勇人 矢野 邦彦 青木 義和
平野 泰史 下西 明美 下西 明美 関城 聖子 出崎 義則
(ラブオール・中国電力) (広島エコークラブ・三原クラブ) (健友会・三原クラブ) (尾道千翔クラブ) (ミッキー・広島エコークラブ) (ミッキー) (広島教職員連盟・広島市役所)

山下 和久 加藤 ひとみ
地西 清隆 宮本 美恵子
(ミッキー) (広島フェローズ・広島エコークラブ)

久保 勇人
中村 忠一
(健友会・尾道千翔クラブ)

 参加者名簿の支払申込する選手名を○で囲み、下記の申込内容記入欄に必要事項を記入してください。（参加資格を得た者は必ず手続きすること）

 申込書はメールまたはFAXで送付し、期日までに参加料の振込みをしてください。（１人１種目2,500円）

 申込みは、できる限り所属団体または身近な方でとりまとめて行うようご協力お願い致します。

 ※出場者は４月の予選会で決定しており、申込みのキャンセルはできません。（推薦出場者も申込希望確認済） 自己都合により出場できない場合は"棄権"となります。

 振込名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）  振込合計金額  振込日 振込先：広島銀行 皆実町支店  (普通)３１１９３２０

　　　　広島県バドミントン協会事務局 住岡照行

申込・問合せ先：広島県バドミントン協会事務局（村上）
　※申込書が２ページ分ある場合は、まとめてご記入してください。 　　　　広島市西区南観音8-12-20 ﾆｼﾋﾛ本社屋1F

　今後、大会中止等により参加料返金になった場合の振込口座をご記入ください。 　　　　Mail  hirobad@hi.enjoy.ne.jp　TEL＆FAX  082-275-6878    

預金種類 普通・当座 　※ 本件に関する問い合わせは、

口座番号 口座名義 　　　　　　県協会事務局までメールでお問い合わせください。

5

6

前田 巧

桑田 幸治

松岡 和夫

種目

1

2

3

4

山村 和夫

龍田 克彦

平野 泰史

浜名 利之

角田 秀行

向井 健次

中村 忠一

出崎 義則

返金用
振込口座

銀行 支店

申込内容
記入欄 　　　　　　　　　

　　　　　 　　 円  　  　 月   　  日 

※推薦出場者で、種目
(年代)を上げて申込を希
望の方は、早急に事務局
へご連絡ください！

※推薦出場者で、種目
(年代)を変更して申込希
望の方は、早急に事務局
へご連絡ください！


