
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

むくもと ひろゆき おき こういちろう まつもと かずま ひらやま ちから

椋本 浩行 沖 公一郎 松本 和真 平山 力

にしおか　だいすけ ひさとみ もとつぐ やまもと しんじ つだ まさのり

西岡 大介 久冨 元嗣 山本 シンジ 津田 真徳

(西部ガス) (Ｔｅａｍ Ａ･弥生クラブ) (リアン) (弥生クラブ)

せき とよし おやま やすひと

関 東洋志 小山 靖仁

いしまる まさき みちたけ こうすけ

石丸 利紀 道竹 康介

(弥生クラブ･金山シャトル) (弥生クラブ)

こばやしふみと さとう ともあき おぐす みつひろ なんぶ かいと

小林 文人 佐藤 伴光 小楠 光弘 南部 魁人

さかみりゅうた ふくしま とおる わきさか たつや こが　ひろあき

坂見 龍太 福嶋 亨 脇坂 達也 古賀 裕章

(バドミントンＢＢ) (リアン) (リアン) (住吉クラブ)

みわ せいいち たかしま たかのり

三輪 誠一 高嶋 孝徳

さの かつゆき くぼた しゅんたろう

佐野 克之 窪田 駿太郎

(東光クラブ) (福岡高校)

ほんごう りな なかしま かほ まつお かな とみた ようこ

本郷 里奈 中島 果歩 松尾 香菜 冨田 陽子

かみのその まや しまばらゆうき とよた まみこ こが　あや

神之薗 摩耶 島原 優季 豊田 まみ子 古閑 綾

(精華女子高等学校) (精華女子高等学校) (那珂南クラブ) (スマッシュクラブ･東吉塚クラブ)

よしむら ありさ かわさき まゆみ

吉村 亜璃紗 川崎 真由美

みやはら たまみ おおしま なおみ

宮原 たまみ 大嶌 直美

(精華女子高等学校) (那珂南クラブ･博多クラブ)

にたばる さき あびる　まるみ とだか くみこ いのまた ゆうこ

仁田原 沙綺 阿比留 まるみ 戸高 公美子 猪股 祐子

たけだ なおこ まつもと まさこ まつだ くみこ かわぐち　りさ

武田 尚子 松本 正子 松田 久美子 川口 利咲

(精華女子高等学校) (日佐クラブ) (住吉クラブ) (ＤａＤａＤａロケッツ)

たかむら ゆうか いわなかみか たしままさこ もみい かずえ

高村 優花 岩中 ミカ 田島 雅子 籾井 一恵

もといけ あやか ひらやまりょうこ ひらかわわか よしだ あい

本池 彩香 平山 涼子 平川 和佳 吉田 愛

(精華女子高等学校) (バドミントンＢＢ) (ビクトリー) (弥生クラブ)

たなか れいや むくもと ひろゆき きむら よしふみ

田中 伶耶 椋本 浩行 木村 義文

まつお かな おおしま なおみ こが　あや

松尾 香菜 大嶌 直美 古閑 綾

(那珂南クラブ) (西部ガス･那珂南クラブ) (スマッシュクラブ･東吉塚クラブ)

おき こういちろう おか ひろゆき くらかけかずとし しおた やすひろ

沖 公一郎 岡 裕之 倉掛 和俊 塩田 泰宏

しばた ゆか とよた まみこ どうぞの まゆみ しだやま なおみ

柴田 弓佳 豊田 まみ子 堂園 真弓 志田山 尚美

(Ｔｅａｍ Ａ･大池クラブ) (弥生クラブ･那珂南クラブ) (横手クラブ) (Ｆ・Ｃ・Ｃ･大池クラブ)

こばやしふみと なかのあきら まつもと かずま にたわき　やすお

小林 文人 中野 晃良 松本 和真 仁田脇 康男

てつやなおこ くぼ あかり くすだ あやか ひらた　かずよ

鉄谷 直子 久保 明香里 楠田 綾夏 平田 和代

(バドミントンＢＢ) (平野中学校･板付中学校) (リアン) (東吉塚クラブ)

混合複Ｂクラス

混合複Ｃクラス

男子複Ｄクラス

女子複Ａクラス

女子複Ｂクラス

女子複Ｃクラス

女子複Ｄクラス

混合複Ａクラス

三　　　　　　位
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第25回 福岡市民総合スポーツ 博多区バドミントン大会

男子複Ａクラス

男子複Ｂクラス

男子複Ｃクラス


