
種　目 優　勝 準優勝 参加数
大村侑汰 森直樹 井田淳貴 森山雄太 　３９

(大阪・SPINNING
RACKETS)

(愛知・はりーあっぷ) (島根・嶋本医院クラブ) (島根・嶋本医院クラブ)

原賢男 宮下英之 鈴木俊介 鎌田志門 　２４
(神奈川・ＫＳＢＣ) (神奈川・ＫＳＢＣ) (宮城・ＨＩＲＯＳＥ ＣＬＵＢ) (三重・美翔団)

赤川誠 梶谷瑞樹 松本雅之 小澤梓 　１８
(宮城・ＨＩＲＯＳＥ ＣＬＵＢ) (島根・嶋本医院クラブ) (石川・ＷＢＣ) (神奈川・イースト)

高井雅也 大石幸生 田代明浩 成田幸司 　１９
(兵庫・三木シャトル) (三重・美翔団) (神奈川・平塚ワシントン) (神奈川・彗星ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗ

ﾌﾞ)
小出幸治 山本潤 井口昌好 正岡毅 　２２

(長野・信陽食品クラブ) (富山・井口クラブ) (兵庫・ＴＡＪＩＭＡ) (大阪・ＨＩＷＡＫＡＩ)

渡辺勝浩 楠本直樹 森本順 藤田洋一 　１７
(栃木・Ｅａｓｔ) (大阪・豊中クラブ) (愛知・名北クラブ) (富山・福光ＢＣ)

塩澤源市 川口敏夫 安田元 野牧喜幸 　１４
(愛知・ＰＨＯＥＮＩＸ) (京都・BADMINTON

VILLAGE)
(岡山・老松クラブ) (大阪・ＳＯＢ)

永井孝 脇條隆政 土井吉光 常深隆文 　７
(岡山・永井ＢＣ) (大阪・大正ＢＣ) (三重・川越クラブ) (兵庫・三木赤とんぼ)

東寿一 山路栄三郎 園部繁夫 河原賢治 　１４
(大阪・MiDoRiBC) (兵庫・六甲クラブ) (愛知・東海シャトルズ) (三重・泊山クラブ)

山本洋彦 杉谷義明 大野俊彦 川瀬信治 　８
(神奈川・ＥＡＧＬＥＳ) (大阪・九中クラブ) (愛知・東海シャトルズ) (愛知・ＮＡＮＺＡＮクラブ)

上川原恵理 小林莉沙 中尾美穂 小出慧美 　１２
(愛知・ウィスタリア) (愛知・はりーあっぷ) (富山・剱) (愛知・Ｃｕｃｋｏｏ愛知)

松本真由美 片山恵 大久保聖子 橋本那緒 　９
(京都・スイートガールズ) (大阪・なでしこ) (大阪・Ｙ ＣＬＵＢ) (兵庫・しぇいくはんずＫＯＢ

Ｅ)
橋本裕美 橋口知美 池亀志帆 木村藍 　９

(静岡・ＮＳＹ Ｆｕｊｉ) (静岡・ＮＳＹ Ｆｕｊｉ) (神奈川・上酒林) (兵庫・武庫ＢＣ)

清水一行 仁島拓哉 原賢男 野原大輔 　４４
島谷航平 井田淳貴 宮下英之 初田翔平

(神奈川・フリューゲル) (島根・嶋本医院クラブ) (神奈川・ＫＳＢＣ)
(神奈川・川夜会ﾄﾘｯｸｽﾀｰ

ｽﾞ)
鎌田志門 赤川誠 熊倉佑 陶山高志 　２１
橋詰貴規 鈴木俊介 小澤梓 上野悟史

(三重・美翔団) (宮城・ＨＩＲＯＳＥ ＣＬＵＢ) (神奈川・ラッキー)
(神奈川・ラッキー･湘南

B.C.S)
松本雅之 百丸祐輝 金子豪 中島正人 　１７
栄代正男 源口哲史 宍戸司 竹内栄作

(石川・ＷＢＣ･ＭＢＡ) (愛知・ウィスタリア･紫電会)
(神奈川・イースト・富岡クラ

ブ)
(愛知・貴船ＢＣ)

八木橋洋 中島信頼 中島勝 三辻邦章 　２０
佐々木卓 岡田耕作 長井純一郎 三好幸夫

(神奈川・ぎんなん会)
(愛知・ＰＨＯＥＮＩＸ･大門Ｂ

Ｃ)
(兵庫・あすなろクラブ･シャト

ル)
(岡山・児島ＫＩＤＳ)

竹内徳喜 安藤義光 寺尾学 稲垣計規 　１９
小出幸治 仁後春志 真野功 稲垣亨

(長野・信陽食品クラブ)
(岡山・ＰＥＡＣＥ・児島ＫＩＤ

Ｓ)
(大阪・かえる団・ＨＩＷＡＫＡ

Ｉ)
(愛知・SETOMINTON･呉

越同舟)
新田正喜 巽宏之 青柳明路 牛尾重信 　１７
冨田俊二 藤本英樹 鳥羽洋志 柴田真志

(愛知・ＢＳモリタ・紫電会)
(奈良・ＭＫＳ．Ｃ・王寺クラ

ブ)
(千葉・Battledoes･ラブオー

ル)
(兵庫・Ｖｏｌａｎｏ)

佐野明彦 小林直樹 渡辺伸二郎 斎藤敏和 　１８
芹澤英彦 大源隆司 田島謙二 加藤元久

(静岡・ＳＷＡＣ) (富山・Ｂ．Ｄライフ) (神奈川・ＥＡＧＬＥＳ)
(愛知・横須賀クラブ･中川

シャトル)

三　位

第8回全国社会人クラブバドミントン大会（個人戦）
2015年7月4日(土)、5日(日)　神奈川県小田原アリーナ　於

一般男子単

３０男子単

３５男子単

４０男子単

４５男子単

５０男子単

５５男子単

６０男子単

６５男子単

７０男子単

一般女子単

３０女子単

３５女子単

一般男子複

３０男子複

３５男子複

４０男子複

４５男子複

５０男子複

５５男子複



種　目 優　勝 準優勝 参加数
永井孝 田村昭男 中村昇 山中静憲 　１１

田原清吾 中村一弘 濱村政義 中尾喜紀

(岡山・永井ＢＣ･イーグルス) (和歌山・Ｊｅｗｅｌ)
(兵庫・むささび会･フレッシュ

三田)
(大阪・ＮＡＫＡＹＯＳＨＩ ＰＯ

ＷＥＲＳ･Ｙ ＣＬＵＢ)
高橋英俊 竹内幹仁 塩飽初 吉田憲一 　１４
荒井和夫 河原賢治 井口信夫 木村健治

(愛知・大門ＢＣ･桜井ＢＣ) (三重・泊山クラブ)
(兵庫・ｐｉｙｏｐｉｙｏ・竜神クラ

ブ)
(京都・京都シニア・Ｓｈｕｔｔｌ

ｅ Ｆｉｖｅ)
百々俊宗 久田吉孝 山本洋彦 　６
神田明 川瀬信治 羽隅弘治

(愛知・ヤングシルバー
･中川シャトル)

(愛知・中川シャトル
･ＮＡＮＺＡＮクラブ)

（神奈川・EAGLS
      ・逗子バドミントンクラ

渡辺梨沙 間瀬さやか 上所愛 細川早苗 　３０
小幡沙希子 上川原恵理 阪本由衣 杉田希実

(神奈川・フリューゲル･ＫＳＢ
Ｃ)

(愛知・ウィスタリア) (兵庫・ＴＥＡＭＢＯＳＳ) (富山・剱)

鈴木淳子 松居絵美 天野珠里 横山祥子 　１２
宮嶋花恵 三好綾子 佐々木尚子 荻原直子

(富山・剱) (兵庫・シャトル)
(神奈川・彗星バドミントンク

ラブ･ＨＯＴ ＳＨＯＴ)
(長野・ひ魯ひ魯･信陽食品

クラブ)
佐藤実季 森口沙織 石原梢 門野美代子 　１３
高倉あゆみ 田中泰子 佐藤直子 草薙美幸

(愛知・横須賀クラブ･ＲＨＢ
Ｔ)

(三重・有田ＢＣ) (群馬・みどり市クラブ) (大阪・ＣＡＲＲＯＴ ＣＬＵＢ)

前田久美子 池直美 横田貴子 篠原里美 　９
小佐々美千代 高橋朋子 忠谷恭子 鈴木須光代

(愛知・堤ＢＣ) (兵庫・バドラー) (兵庫・バドラー)
(愛知・岩倉パラレル･Ｍｉｌｌｅ

－Ｆｅｕｉｌｌｅ)
長丸貴子 上地友佳子 石井厚子 松浦真知子 　１７

酒伊真喜子 有田明希子 真本朱実 井上康子

(石川・ＵＢＦ･鶴来クラブ)
(大阪・ＳＣＲＡＴＣＨ･大阪

フェニックス)
(大阪・枚方殿一クラブ) (兵庫・ＰＡＮＤＯＲＡ)

小山恵美 湯村明美 吉平圭子 上村広子 　１３
宮森ひとみ 安井園代 浜崎典子 原田久美子

(兵庫・ブルーシャンス・Ｐｌａｉ
ｓｉｒ)

(兵庫・あじさい)
(兵庫・フレッシュ三田･成徳

スマイル)
(兵庫・ＫＡＩＭＥＩ･Ｖｏｌａｎｏ)

清水一行 熊倉佑 源口哲史 西村有貴 　２７
前田彩花 川原あず沙 間瀬さやか 渡辺涼子

(神奈川・フリューゲル･ＫＳＢ
Ｃ)

(神奈川・ラッキー･はねの会) (愛知・紫電会･ウィスタリア)
(神奈川・フリューゲル･ＫＳＢ

Ｃ)
甲斐義樹 松尾光弘 福島哲也 長井純一郎 　１２
栗山朋子 藤井梓 三好綾子 池田周子

(和歌山・花王･Ｊｅｗｅｌ) (兵庫・零－ＺＥＲＯ－) (兵庫・ＰＬＡＤ･シャトル)
(兵庫・シャトル･ＳｕｐｅｒＢｉｒ

ｄ)
宍戸司 松居利和 佐々木篤史 金子豪 　２０

田代聡美 松居絵美 上枝奈央子 島村友紀子
(神奈川・富岡クラブ･平塚

ワシントン)
(兵庫・ＰＬＡＤ･シャトル)

(神奈川・川夜会トリックス
ターズ･や組)

(神奈川・イースト)

磯貝謙太郎 有田圭一 佐々木卓 神代和久 　１３
冨田佳美 有田明希子 佐々木尚子 藤木瞳

(愛知・紫電会･ＲＨＢＴ) (大阪・大阪フェニックス)
(神奈川・ぎんなん会･ＨＯＴ

ＳＨＯＴ)
(富山・ｍｉｎｔｏｎ)

高瀬充広 虻川友光 森陽一 松原伸幸 　１８
丸山美香 上枝淳子 森脇順子 高倉あゆみ

(岡山・ウィング･ウイング) (大阪・三国クラブ) (大阪・ＳＯＢ) (愛知・貴船ＢＣ･ＲＨＢＴ)

中村一弘 柳瀬憲利 新田正喜 龍田克彦 　１９
宮城由美子 柳瀬和子 近藤志津 龍田早苗

(和歌山・Ｊｅｗｅｌ) (京都・平安クラブ) (愛知・ＢＳモリタ･Ｌｅａｄｅｒｓ) (広島・ＴＥＡＭ５５)

櫟敏明 小林直樹 福水一郎 岡室利彦 　１７
今泉静子 安田外美 福水美保 鴨井りえ

(富山・ｍｉｎｔｏｎ) (富山・Ｂ．Ｄライフ) (兵庫・白鳥美羽) (岡山・老松クラブ)

濱村政義 吉田憲一 鷺岡雅 中村昇 　１２
吉平圭子 藤田二三 重光香苗 島本恭子

(兵庫・フレッシュ三田) (京都・京都シニア)
(富山・射水シニアバドミント

ンクラブ･ｍｉｎｔｏｎ)
(兵庫・むささび会)

三　位

合計120混合複

合計110混合複

合計100混合複

合計90混合複

合計80混合複

合計70混合複

合計60混合複

６０男子複

４５女子複

５０女子複

一般混合複

６５男子複

７０男子複

一般女子複

３０女子複

３５女子複

４０女子複


