
第５７回全日本社会人バドミントン選手権大会

種目 男子単 男子複 女子単 女子複 混合複
参加数 378 279 113 130 152

井上 拓斗 松尾 静香 垰畑 亮太
金子 祐樹 内藤 真実 栗原 文音

(東京) (東京) (東京) (東京・千葉) (東京)
佐伯 祐行 福島 由紀 山東 亮太
垰畑 亮太 廣田 彩花 久後 あすみ

(北海道) (東京) (東京) (熊本) (和歌山・熊本)
井谷 和弥 福万 尚子 伊東 克範
高階 知也 與猶 くるみ 穴井 友喜

(東京) (大阪) (熊本) (熊本) (石川・秋田)
保木 卓朗 大迫 晴加 米元 優樹
小林 優吾 平野 華梨 米元 陽花

(東京) (富山) (福島) (兵庫) (山口)
小町谷 輝 小池 温子 小町谷 輝
鈴木 大裕 桜井 みどり 亀田 楓

(富山) (宮城) (熊本) (広島) (宮城・広島)
渡邊 達哉 栗原 文音 牧野 公亮
権藤 公平 篠谷 菜留 工藤 亜紀

(神奈川) (富山) (熊本) (東京) (北海道)
毛利 正和 永原 和可那 鈴木 大裕
本田 尚人 松本 麻佑 桜井 みどり

(富山) (新潟) (東京) (秋田) (宮城・広島)
伊東 克範 宮内 唯 石川 直樹
小林 晃 久後 あすみ 小池 温子

(京都) (石川) (宮城) (熊本) (岐阜・広島)
牧野 公亮 皆川 友依 川嶋 太郎
渡部 大 今井 優歩 戸田 里和

(岐阜) (北海道) (岐阜) (山口) (千葉)
松井 夏希 大森 舞 高階 知也
樋渡 元志 河崎 綾佳 江藤 理恵

(神奈川) (石川) (福岡) (宮城) (大阪・岐阜)
大嶋 一彰 西山 夕美子 星野 翔平
海野 祐樹 矢野 智恵美 西山 夕美子

(石川) (神奈川) (東京) (東京) (東京)
和田 周 服部 麻衣 塚本 好喜
星野 翔平 幡谷 若奈 阿部 嘉織

(富山) (東京) (鳥取) (宮城) (神奈川・秋田)
大越 泉 横山 めぐみ 蜂谷 聡
松丸 一輝 山田 真央 横関 彩

(神奈川) (東京) (東京) (島根) (千葉)
銭谷 翔 橋本 由衣 西村 昭彦
村上 俊 渡邉 あかね 明田 由佳

(東京) (和歌山) (兵庫) (東京) (東京)
三橋 智希 江藤 理恵 喜多 勝人
山﨑 裕太 松田 蒼 平野 華梨

(東京) (神奈川) (秋田) (岐阜) (京都・兵庫)
黒瀬 尊敏 木村 百花 鈴木 雄一郎
山東 亮太 星 千智 野村 このみ

(石川) (和歌山) (広島) (東京) (兵庫)

鈴木 温子

大迫 晴加

楠瀬 由佳

井上 静華

渡邉 あかね

北 はるな

松田 蒼

関谷 真由

土井 杏奈

高橋 真理

橋本 由衣

佐藤 冴香

峰 歩美

野尻野 匡世

福島 由紀

伊東 可奈

星野 健太朗

保木 卓朗

内藤 浩司

佐藤 黎

和田 周

宮本 樹希

小林 優吾

丸尾 亮太郎

渡邊 達哉

常山 明良

吉田 昇

松川 直弘

2014.08.30-9.3　福島県

５　位

９　位

優　勝

準優勝

３　位

坂井 一将

竹村 純

井上 拓斗

竹内 宏気


