
種　目 優　勝 準優勝 参加数
一般男子単の部 中口 竜郎 森 直樹 天野 宏紀 鈴木 陵麻 深尾 淳 脇野 陽 米田 優樹 大口 雄也 　４７

(はりーあっぷ) (はりーあっぷ) (東海クラブ) (はりーあっぷ) (はりーあっぷ) (大門ＢＣ) (ウィスタリア) (ウィスタリア)

一般男子複の部 鈴木 陵麻 羽田 幸弘 藤川 拓也 船木 翔太 引田 有治 丹羽 徹 浅野 新也 長谷川 和己 　３０
深尾 淳 深谷 亮太 矢神 謙介 中嶋 大輔 脇野 陽 城川 航輝 立松 彰吾 児玉 智
(はりーあっぷ) (不老クラブ･ＲＨＢＴ) (ウィスタリア･鮭王) (大門ＢＣ) (紫電会･大門ＢＣ) (はりーあっぷ) (はりーあっぷ･紫電会) (鮭王)

一般女子単の部 間瀬 さやか 市川 新子 佐藤 絢香 大草 結花 　４
(ウィスタリア) (Ｃｕｃｋｏｏ愛知) (ＳＭＡＧＡＮ) (Ｔｓｕｔｓｕｍｉ)

一般女子複の部 北林 唯菜 苅谷 亜耶 永田 奈智加 小出 慧美 　１４
間瀬 さやか 大迫 晴加 藤野 由利江 松原 千明
(ウィスタリア) (ＳｎｏｗＤｒｏｐ) (さおりＢＣ) (Ｃｕｃｋｏｏ愛知･さおりＢＣ)

男子３０単の部 遠藤 卓哉 中島 正人 篠原 彰 山田 哲也 寳力 雄太 鶴田 久幸 　２０
(ＲＳノナカ) (貴船ＢＣ) (不老クラブ) (大門ＢＣ) (Ｂ－ＣＲＥＷ) (三好ＢＣ)

男子３０複の部 中居 聖 北川 剛 篠原 彰 立松 幹浩 野々山 進一 　１７
籾山 正貴 濱本 昌也 玉木 利弥 多久島 一慶 稲垣 智昭
(岩倉パラレル･岐大ＢＣ) (ＲＨＢＴ･ＳＭＡＧＡＮ) (不老クラブ) (東海クラブ･紫電会) (４９’Ｓ･ウィスタリア)

女子３０単の部 勝呂 繭子 久田 紀子 國田 佳子 山本 宏美 ※←4位 　４
(ＯｈＭｙＧｕｔ) (岩倉パラレル) (ＯｈＭｙＧｕｔ) (ＤＡＮＤＥ ＬＩＯＮ)

女子３０複の部 渡邊 仁美 田中 扶有美 冨田 佳美 　１０
高間 麻里 下村 ゆい 真田 範子
(ＲＨＢＴ･さおりＢＣ) (さおりＢＣ) (ＲＨＢＴ)

男子４０単の部 源口 哲史 山﨑 大 安井 憲司 小川 直哉 吉川 功次郎 金子 豊治 市川 清伸 　２１
(紫電会) (ハネツキ会) (ＡＴＯＭ) (ひいらぎＢＣ) (ウィスタリア) (羽根人) (ＪｕｍＳｍａ)

男子４０複の部 磯貝 謙太郎 岡田 耕作 中村 穣 長谷川 学 柳田 順一 平林 哲也 大塚 英一 　２２
百丸 祐輝 中島 信頼 中村 俊則 松尾 廣喜 生田 純也 田中 桂介 加藤 貴人
(紫電会･ウィスタリア) (大門ＢＣ･個人登録) (シャトルメイツ) (瑞穂クラブ･中川シャトル) (ＡＴＯＭ･振甫クラブ) (ＲＳノナカ･ＪＵＰＩＴＥＲ) (ＢＳＭＯＲＩＴＡ･呉越同舟)

女子４０単の部 深谷 雅代 清水 美紀 濱田 明日香 　３
(フレスカ) (瑞穂クラブ) (フレスカ)

女子４０複の部 佐藤 三葉 佐藤 実季 谷口 智子 廣田 京子 　１４
河合 千織 高倉 あゆみ 竹内 佳代子 廉野 裕美
(ＭＯＫＵＲＥＮ･ＪＵＰＩＴＥＲ) (横須賀クラブ･ＲＨＢＴ) (ぽっぷこーん･ＳｎｏｗＤｒｏｐ) (ＪＵＰＩＴＥＲ)

男子５０単の部 森本 順 米本 勝如 船木 勝正 佐野 章 　１３
(名北クラブ) (東海シャトルズ) (大門ＢＣ) (ブッチャーズ)

男子５０複の部 松原 伸幸 冨田 俊二 永多 実 船木 勝正 加藤 元久 浜崎 久義 　１８
岡本 哲哉 森本 順 越山 剛 鬼頭 武資 横地 永年 越田 佳之
(貴船ＢＣ･フライト) (紫電会･名古屋北クラブ) (大門ＢＣ) (大門ＢＣ) (中川シャトル･フレスカ) (アイシンＡＷ)

女子５０複の部 安藤 志津子 寳力 京子 加藤 かおり 佐藤 郁江 　８
竹内 ひろみ 小池 由紀子 水野 恵以子 市野 寿子
(Ｃｕｃｋｏｏ愛知) (Ｂ－ＣＲＥＷ･ウィスタリア) （ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ） （瑞穂クラブ・ＪＵＰＩＴＥＲ）

男子６０単の部 野呂 茂治 杉浦 順一 荒井 和夫 　１１
(師勝ＢＣ) (ＢＳＭＯＲＩＴＡ) (桜井バドミントン)

男子６０複の部 豊永 清孝 上前 茂人 　８
齋藤 敏和 川原 雅治
(横須賀クラブ) (大門ＢＣ･名北クラブ)

男子６５複の部 近藤 一男 園部 繁夫 岸 邦晴 坂上 覚 ※←4位 　５
大河内 潔 青山 伸幸 小林 文雄 門野 浩治
(岩倉パラレル･ブッチャーズ) (東海シャトルズ･大門ＢＣ) (名古屋北クラブ･フレスカ) (東海シャトルズ･ＮＡＮＺＡＮクラブ)

男子７０複の部 百々 俊宗 坂本 和親 栗須 昌三 　３
川瀬 信治 岩田 恒夫 大野 俊彦
(ヤングシルバ－･ＮＡＮＺＡＮクラブ) (東海シャトルズ) (東海シャトルズ)

一般混合複の部 鈴木 陵麻 源口 哲史 引田 有治 天野 宏紀 吉村 拓也 浅野 新也 藤川 拓也 中西 泰基 　２７
樋渡 仁見 間瀬 さやか 上川原 恵莉 永田 奈智加 北林 唯菜 浅野 珠己 藤野 由利江 藤澤 和紗
(はりーあっぷ) (紫電会･ウィスタリア) (紫電会･ウィスタリア) (東海クラブ･さおりＢＣ) (ウィスタリア) (はりーあっぷ) (ウィスタリア･さおりＢＣ) (ＰＥＡＣＯＣＫ･フレスカ)

混合複７０の部 寳力 雄太 吉川 功次郎 中野 裕生 篠原 彰 鴫原 孝佳 中居 聖 　２０
森 亜由美 田中 扶有美 田中 江理子 山台 まみ 小佐々 美千代 中居 しのぶ
(Ｂ－ＣＲＥＷ･中川シャトル) (ウィスタリア･さおりＢＣ) (アイシンＡＩ･Ｔｓｕｔｓｕｍｉ) (不老クラブ･Ｔｓｕｔｓｕｍｉ) (ＢＳＭＯＲＩＴＡ･Ｔｓｕｔｓｕｍｉ) (岩倉パラレル･Ｖｉｖｉｄ)

混合複９０の部 中根 竜也 濱本 昌也 大浦 直人 清水 誠司 村上 大作 冨田 俊二 　２０
野々山 千恵子 近藤 志津 竹内 佳代子 清水 真実 山根 洋子 冨田 佳美
(ＢＳＭＯＲＩＴＡ･三好ＢＣ) (ＳＭＡＧＡＮ･Ｌｅａｄｅｒｓ) (Ｒｏｕｎｉｎｓ･ＳｎｏｗＤｒｏｐ) (振甫クラブ) (中川シャトル) (紫電会･ＲＨＢＴ)

混合複１１０の部 齋藤 敏和 鬼頭 尚見 佐野 章 浅野 勇 　１２
三ツ石 るみ子 小池 由紀子 佐野 里美 鈴木 信子
(横須賀クラブ) (ウィスタリア) (ブッチャーズ) (岩倉パラレル･三好ＢＣ)

男子単新人の部 須田 和 花井 誠 松波 佑一 小川 新太 菅 裕太 山口 雄平 千葉 誠 島川 靖英 　３４
(ＯｈＭｙＧｕｔ) (ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ) (ＮＡＮＺＡＮクラブ) (ＯｈＭｙＧｕｔ) (ＮＡＮＺＡＮクラブ) (ＴＡＩＹＵ) (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (Ｙｏｓｓｈｅｒ’Ｚｏｏ)

男子複新人の部 五十嵐 貴輝 中尾 一貴 起 貞吾 斉藤 駿介 山田 英樹 市場 大輝 山本 健太 鈴木 亘 　３０
坂井 良 廣中 将太 辰田 剛史 菅 裕太 松村 惇也 谷山 陽仁 磯谷 大輔 江端 祐平
(ＦＥＡＴＨＥＲＦＬＯＣＫ) (ＴＡＩＹＵ･Ｔｓｕｔｓｕｍｉ) (岩倉パラレル) (ＮＡＮＺＡＮクラブ) (Ｆａｎｔａｓｔｉｃ) (岩倉パラレル) (ＳＭＡＧＡＮ) (ＰＵＳＭＡＳＨ)

女子複新人の部 福永 千恵 西田 真理 楠生 衣梨 原 実千誉 ※←4位 　４
村瀬 彩花 山田 正実 丹羽 華奈 野澤 育代
(フレスカ) (Ｅｎｄｌｅｓｓ ＢＣ) (Ｓｗｅｅｔ) (ぽっぷこーん)

三　位 五　位
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