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平成30年7月28・29日（土・日）

四日市中央緑地体育館（第１・第２）

平成30年度四日市オープンバドミントン大会　入賞者一覧

四日市市バドミントン協会

大谷　唯斗 愛知淑徳大学 荷川取　天 待兼クラブ 小林　陸 シルバニアファミリー

大谷　啓斗 愛知淑徳大学 酒井　俊明 待兼クラブ 稲垣　貴裕 シルバニアファミリー

安藤　友浩 山田研究所 角田　英之 寺田会 仲川　俊也 チームOK牧場

赤尾　知洋 山田研究所 中岡　雅数 寺田会 荒川　徹 チームOK牧場

竹内　槙哉 フリー 金原　光司 フレスカ 大山　明紀 泊山

中川　雄斗 フリー 浅川　央承 フレスカ 松永　英則 泊山

稲川　正也 寺田会 井上　智明 泊山 谷山　陽仁 岩倉パラレル

小倉　柾貴 寺田会 高橋　隆芳 山田研究所 日比　聡 岩倉パラレル

兼古　悟志 pena branca 白石　隼涼 山田研究所 中山　和幸 有田BC

吉田　圭佑 東ソー 林　幸輝 愛知淑徳大学 細江　信文 大矢知

南　達哉 三菱ガス化学 廣瀬　正典 四日市大学 市場　大輝 岩倉パラレル

柚木　一秀 三菱ガス化学 平井　遼 四日市大学 辰田　剛史 岩倉パラレル

松原　伸幸 Wing・DearS 田中　桂介 チームOK牧場 柚木　稜平 フリー

森山　唯史 三菱ケミカル 平林　哲也 チームOK牧場 小林　敦 バドレンジャー

高井　伸幸 中野家 日当 　亮真 WITH 小椋　晴吉 保々

千葉　俊輔　 中野家 神谷　 崇大 WITH 古田　直也 保々

竹内　 敦史 windmill 矢野　貴大 和歌山県庁 永濱 　達彦 フリー

村上　大作 中川シャトル 後藤　良輔 三重県庁 吉田　祐基 フリー

西川　明秀 フリー 岡東　寿明 フレームショット 岡田　拓真 windmill

堀井　智久 フリー 伊藤　和馬 フレームショット 寺崎　忠宏 windmill

森　 敦彦 富田クラブ 河村　君彦 名古屋工業大学 見取　拓哉 楽バド

中根　俊 windmill 大橋　厚哉 名古屋工業大学 山森　雄太 楽バド

西村　和也 windmill 中道　礁悟 保々 出口　洋也 泊山

松田 良太 楽バド 谷口　龍志 フリー 守口　直輝 フリー

満岡　政勝 windmill 小川　大地 三菱ガス化学 小林　亮介 四日市大学

日置 　達矢 桜台クラブ 馬場  亮多 三菱ｶﾞｽ化学 小林　拓海 四日市大学

岩田　哲征 三菱重工名古屋 森田 　陸斗 日永クラブ 伊藤　大雪 保々

門脇　全 三菱重工名古屋 手嶋　 秀太 富田クラブ 甲斐　優弥 Windmill

東　太朗 桜 矢田　浩嗣 太陽化学 大野　静夫 ＦＯＸ

東　大地 昭和四日市石油 齋藤　克哉 太陽化学 松永　英樹 ＦＯＸ

近 　将章 WITH 藤枝　拓身 blue sky 谷口　幸輝 昭和四日市石油

山田　 康広 WITH 山中　和孝 blue sky 井手　智康 昭和四日市石油

宇多　 哲 WITH 水越　雄太 Celestial Being 後藤　陽 四郷

鈴木　 大樹 WITH 高木　健司 Celestial Being 岡田　和康 四郷
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白濱　 健太郎 WITH 榎本　純貴 まぼろしスペシャル 神田　厚 北星

安井 　隼吾 WITH 西川　晃龍 まぼろしスペシャル 谷口　真也 北星

丸山　亮太 アゾン 佐野　弘 Goo!seca 井上　貴博 フレームショット

小笠原　省吾 アゾン 長井　宏樹 Goo!seca 立松　昌 フレームショット

奥山　大貴 blue sky 新田 　淳 WITH 木原　大地 Seeds

山口　貴 blue sky 内山 　大輔 WITH 市川　拓磨 Seeds

小林　正 アゾン 村山　尚嶺 Celestial Being 川村　涼也 北星

橋本　侑也 アゾン 岩谷　克則 Celestial Being 松田レオ 北星

川嶋　亜矢子 山田研究所 細江　由理 Wing・DearS 金子　 暉 内部

小泉　久美子 BLACK　NIGHT 真田　範子 ＲＨＢＴ 岩田　美月 内部

松浦　加奈 ラケットメイト 田中　扶有美 チームOK牧場 樋口　晃子 空羽

三原　知子 堤BC 下村　ゆい チームOK牧場 大原　美由紀 ペナブランカ

太田　久美 空羽 松原　真弓 Wing・DearS 川口　真紀 津マミーズ

狭子　恵 空羽 風見　栄里子 Wing・DearS 澤井　美幸 津マミーズ

安藤　衣里 ＫＧＢ 田中　佑佳 フリー 伊藤　美帆 ヴィヴィット

川添 　美紀 フリー 木村　佳子 霞クラブ 伊藤　緑 ヴィヴィット

谷口　智子 中野家 日比生　茉巳 四日市市役所 竹内　美貴 フリー

竹内　佳代子 中野家 安藤　美帆 フリー 西川　真央 フリー

植村　瞳 フリー 小林 　ユミ 川島 伊藤　友里 ＫＧＢ

金丸　あすみ フリー 立石　佳子 保々 木村　典子 四日市市役所

堤 　千依 土岐クラブ 森川　和代 四日市クラブ 宮越 　綾香 WITH

梶田　さくら 土岐クラブ 前川　香枝 四日市クラブ 長坂 　千佳 WITH

河村　みすず 三重西 宮本　渉香 フレームショット 北川　有里 一宮

伊藤　芳美　 三重西 大澤　由希 フレームショット 浅野　裕美子 一宮

村田　基子 フリー 林　帆乃香 保々 大倉　早央里 まぼろしスペシャル

竹澤　由美子 常磐 織部　明美 保々 西村　優理 まぼろしスペシャル

伊藤　明美 八郷 伊禮　優花 大阪経済法科大学 奥田　香 コスモ石油

南　あゆみ 八郷 川上　彩花 大阪経済法科大学 山中　さゆり コスモ石油

後藤　貞子 まぼろしスペシャル 因幡　美玖 三重西 八代 　望 WITH

五十嵐　茜 まぼろしスペシャル 山内　美都紀 三重西 森　 加奈絵 WITH

泉　千愛 blue sky 木場 　由美子 Goo!seca 山川　芳枝 カンガルークラブ

吉濱　雅子 blue sky 出口　みよ Goo!seca 伊藤　友里 カンガルークラブ
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岸上　大毅 キッシーズ 金原　光司 フレスカ 荷川取　天 DAZO

岸上　紗帆 キッシーズ 三原　知子 堤BC 安藤　由佳 フリー

大山　明紀 泊山 安藤　友浩 山田研究所 山岸　直也 振甫クラブ

大石　弥生 港クラブ 樋口　晃子 空羽 亀山　萌 振甫クラブ

仲川　俊也 チームOK牧場 浅川　央承 フレスカ 諏訪　法男 長島クラブ

下村　ゆい チームOK牧場 竹上　晴香 振甫クラブ 細江　由理 Wing・DearS

柚木　稜平 フリー 山本　一志 ⅙ 橋口　翔二 GBC

古橋　亜友 フリー 田中　桃 ⅙ 稲森　くるみ GBC

細井　直弥 スマギャン 滝沢　慎一 ラケハ 豊田　法生 ウイングス

堀田　美和 フリー 松浦　加奈 ラケットメイト 上野　道代 霞クラブ

竹内　敦史 windmill 出口　洋也 泊山 南　達哉 三菱ガス化学

村瀬　 彩花 フレスカ 川嶋　亜矢子 山田研究所 田岡　由衣 楽バド

岡東　寿明 フレームショット 西村　和也 windmill 木村　彰宏 四日市市役所

岡東　実希 フレームショット 松田　舞 楽バド 安藤　美帆 フリー

佐藤　浩一 富士電機 柳澤　弘章 スーパードライ 山田　直彦 山田研究所

伊東　歩 CHISATO 木下　千名美 デリカ 白石　郁子 常磐

篠原　義久 NOT-SOY 吉田 　祐基　 フリー 馬場　義樹 ウイングス

仙田　沙織 Yossher'zoo 伊藤　友里 ＫＧＢ 川合　由紀子 ＣＨＩＳＡＴＯ

西川　明秀 フリー 千葉　俊輔　 中野家 加代　悠 四日市市役所

金丸　あすみ フリー 竹内　佳代子 中野家 安藤　衣里 ＫＧＢ

村田　侑哉 windmill 伊藤　慎司 東員クラブ 日当　 亮真 WITH

関　早央里 windmill 廣瀬　まり子 東員クラブ 横井　 薫 WITH

松原　真弓 Wing・DearS 中根 俊 フリー 伊藤　大雪 保々

松原　伸幸 Wing・DearS 日比生　茉巳 四日市市役所 渡邊　唯 フリー

守屋　夏樹 狸組 田中　桂介 チームOK牧場 森　篤彦 フリー

藤永　真奈美 フリー 田中　扶有美 チームOK牧場 佐藤　亜佑美 四日市市役所

岡田　拓真 windmill 山田　哲司 フリー 伊藤　正和 フリー

赤塚 　美里 windmill 森　哉子 富田 大橋　明美 桜

坂本　真之佑 Frontier 杉浦　毅彦 SINTO BASE 寺崎 忠宏 windmill

豊田　花菜 Frontier 杉浦　美幸 SINTO BASE 関森　智子 windmill

高田　豊文 ふくろう 萩野　徹 美里クラブ 堤　将貴 windmill

東海　峰代 ふくろう 田中　勝子 美里クラブ 堤 　沙紀 windmill

日置 　達矢 桜台クラブ 小山　優希 昭和四日市石油 眞田　大輔 フレームショット

遠藤　明美 windmill 小山　玲 フリー 宮本　渉香 フレームショット

村田　 直哉 三菱ガス化学 成田　裕毅 WITH 甲斐　優弥 windmill

村田　基子 フリー 松本　菜美 WITH 武田　彩栄子 windmill
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西　巧真 Rings 浅野　勇 岩倉パラレル 姫野 　勇大 WITH

松本　夕子 Rings 片山　真理 貴船 吉永 　沙耶 WITH

大角　慎哉 blue sky 閤田　喜次 フリー 増田　勝仁 windmill

向江　彩香 blue sky 岩渕　涼子 常磐 池崎 　辰美 coco's sky

安井　 隼吾 WITH 井上　暢浩 事務・改 近藤　拓 楽バド

森　 加奈絵 WITH 大原　しほ 事務・改 浦尾　智美 楽バド

河原田　諭 フリー 名倉　康矢 フリー 上野　健一 三重西

山本　恵理子 フリー 黒瀬　綾乃 フリー 伊藤　芳美　 三重西

倉谷　涼介 太陽化学 中江 　勝広 WITH 井上　貴博 フレームショット

江間　汐里 太陽化学 中江 　晴菜 WITH 大澤　由希 フレームショット

宇佐美　博基 フリー 五百田　雄介 事務・改 長井　宏樹 Goo!seca

森　美紀 フリー 秋山　奈央 事務・改 西村　美紀 Goo!seca

谷口　幸輝 blue sky 大橋 　佑哉 Goo!seca 諸岡　俊樹 菰野

鈴木　智佳子 blue sky 西谷 　美香 Goo!seca 磯尾　明子 菰野

藤枝　拓身 blue sky 大山　郷志 Goo!seca 百武　守 フリー

泉　千愛 blue sky 中村　愛 Goo!seca 掛園　実保 フリー

真弓　哲明 桜台 元山　勇二 ふくろう 樋口　友弥 Goo!seca

河村　みすず 三重西 山際　ゆうこ ふくろう 因 　リカ Goo!seca

森　哲志 windmill 奥山　大貴 blue sky 佐野　弘 Goo!seca

三谷　琴美 内部 澤　史佳 blue sky 出口　みよ Goo!seca

因　理津男 Goo!seca 山口　哲生 フリー 大山　均 フリー

小木曽　裕子 津マミーズ 鈴木　和歌子 フリー 大山　万穂 フリー
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