
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

まつばら　きょうへい まつお　じゅんじ みね　ひろし もりがみ　けんた

松原 恭平 松尾 純次 峰 浩志 森上 健太

まつばら　まさのり こが　ひさおみ ごとう　ゆういちろう やまじ　ゆうき

松原 雅則 古賀 久臣 五島 雄一郎 山路 勇樹

(一般) (ＢｅａｔＲａｌｌｙ･能古中教諭) (バドグラフィティ･ＢｅａｔＲａｌｌｙ) (クラブクローバー･運動具屋)

みさわ　てつや とりやべ　かつし おくで　ひろみつ さだ　あきら

三澤 哲也 鳥谷部 雄史 奥出 裕充 佐田 聡

とみなが　まさし うめだ　しんのすけ おざわ　ゆうき たけのうち　まさと

富永 雅士 梅田 晋之介 小澤 雄貴 竹之内 正人

(ＢｅａｔＲａｌｌｙ･福岡市役所) (ＢｅａｔＲａｌｌｙ) (バドグラフィティ) (西日本シティ銀行･小郡市民クラブ)

かわさき　ひろし まつなが　わたる すなかわ　とものり なかしま　　はやと

川崎 浩 松永 航 砂川 智紀 中嶋  逸翔

かわい　かつひさ おいえ　かずし たかの　あきひさ こやなぎ　　としき

河合 勝久 尾家 一志 高野 晃久 小柳  壽紀

(Ｔｅａｍ☆Ａ) (九州大学) (九州大学医学部) (福岡西陵高校)

たかつじ　よしとし なかがわ　　たつおみ たかむら　ひでき きど　　れん

高辻 義稔 中川  龍臣 高村 英樹 城戸  蓮

なかまる なおや たなか　あきひろ みのだ　ともふさ うめざき　ゆうき

中丸 直也 田中 秋大 蓑田 知房 梅﨑 悠貴

(よかろうもん会) (福岡西陵高校) (Ｔｅａｍ☆Ａ) (福岡高校)

おだ　あきひこ はしさこ　ふみお

小田 昭彦 橋迫 文雄

かとう　まこと なかたに　まさあき

加藤 信 中谷 正昭

(柏原クラブ･老司クラブ) (ミントン･百道クラブ)

しもざき　あや めの　はるな まつしま　ゆき にしじま　みずき

下崎 彩 目野 遥菜 松島 悠希 西島 瑞希

たくしま　あやこ ふじもと　かえで つかもと　まりこ みはら　ゆうき

宅島 あやこ 藤本 楓 塚本 真理子 三原 佑季

(一般･福岡大学) (常葉高校ＯＧ) (Ｂ－ＤＡＳＨ･九州共立大学) (Ｂ－ＤＡＳＨ)

むらかみ　ゆうか はらだ　さとみ たていし　ゆみ こが　なお

村上 優香 原田 智美 立石 裕美 古賀 奈生

いとう　あかり ひろもと びほ くらはし　ともか おだ　あすか

伊藤 あかり 廣本 美秀 倉橋 知伽 小田 明日香

(ＴＥＡＭ ＰＬＵＳ．) (ＦＣＣ･城の原) (ＢｅａｔＲａｌｌｙ) (下山門クラブ･バドグラフティ)

すぎもと　なつみ ほった　みな こまつ　ひとみ たなか　ゆうき

杉本 菜摘 堀田 美奈 小松 ひとみ 田中 憂希

かまた　えり うらべ　ともみ もりた　かづえ かじくり　ゆめ

鎌田 英里 占部 友美 森田 一恵 梶栗 優萌

(Ｔｅａｍ☆Ａ) (下山門･能古中職員) (福岡市役所･田村クラブ) (福岡教育大)

やまぐち　ゆうこ おおくぼ　はな

山口 裕子 大久保 はな

みついし　えみこ いちのみや　あき

満石 江美子 一宮 亜樹

(Ｔｅａｍ☆Ａ) (城東高校)

たにわき　ようこ くらうち　こずえ

谷脇 洋子 倉内 こずえ

こが　ひとみ やすだ　ひろこ

古賀 ひとみ 安田 博子

(ＡＡ･親和クラブ) (百道クラブ)

たなか　りくと なかにし　ゆうた ひろわたりまさたけ みね　ひろし

田中 陸人 仲西 佑太 広渡 正剛 峰 浩志

くらなり　ゆき ほんぶ　みゆ つつみちひろ たくしま　あやこ

倉成 祐生 本部 美優 堤 千尋 宅島 あやこ

(福岡大学･常葉高校ＯＧ) (福岡大学) (フリーバード) (バドグラフィティ･福岡大学)

こが　ひさおみ こうぐち　たけのり とみなが　まさし おざわ　ゆうき

古賀 久臣 高口 剛典 富永 雅士 小澤 雄貴

こが　なお くらはし　ともか つで　かおり みずしの　けいこ

古賀 奈生 倉橋 知伽 津出 香織 水篠 慶子

(能古中教諭･下山門クラブ) (香椎浜クラブ･ＢｅａｔＲａｌｌｙ) (福岡市役所･ごちバト) (バドグラフィティ)

やぎ　たつや みさわ　てつや たなか　としや はまだ　ひろあき

八木 達也 三澤 哲也 田中 利弥 浜田 洋彰

かむら　ゆうき きたじま　さきこ いとう　あかり はまだ　りこ

嘉村 優希 北島 佐季子 伊藤 あかり 浜田 璃子

(福岡市役所) (ＢｅａｔＲａｌｌｙ) (ＴＥＡＭ ＰＬＵＳ．) (ス－パ－ショット･上智高校)

おだ　あきひこ はらだ たかとし

小田 昭彦 原田 孝敏

おだ　みちよ うめだ ますみ

小田 三千代 梅田 真澄

(柏原クラブ) (南当仁クラブ･ＦＣＣ)

はしさこ　ふみお なかたに　まさあき おだ あきひこ はらだ たかとし

橋迫 文雄 中谷 正昭 小田 昭彦 原田 孝敏

くらうち　こずえ やすだ　ひろこ おだ みちよ うめだ ますみ

倉内 こずえ 安田 博子 小田 三千代 梅田 真澄

(ミントン･百道クラブ) (百道クラブ) (柏原クラブ) (南当仁クラブ･ＦＣＣ)

三　　　　　　位

2018.04.08　市民体育館　

新日本製薬 Perfect One Cup 第61回福岡市民春季バドミントン大会

男子複Ａ級

男子複Ｂ級

男子複Ｃ級

男子複Ｄ級

男子複シニアＡ級

女子複Ａ級

女子複Ｂ級

女子複Ｃ級

女子複Ｄ級

女子複シニアＡ級

混合複Ａ級

混合複Ｂ級

混合複Ｃ級

混合複シニアＡ級

混合複シニアＢ級


