
        平成18年度（第20回）市民総合スポーツ大会バドミントン競技
（兼　区対抗予選会） 報告

　　　東　区　・　中央区　・　城南区　・　早良区　
　　　博多区　・　西　区　・　南　区

期日：平成１８年９月３日（日）　１０日（日）　　　　

場所：福岡市立東・中央・城南・早良・博多・西・南体育館　　　　　　　　　　　       

東区 参加者数　　７３名　　（男子３７名　　女子３６名）
大会結果

　　　　　優勝　赤チーム

　監督　下郡雅子

選　手　 下郡　雅子、　山口ひとみ、　桜井真理子、　熊谷亜津子　　

板敷菜穂子、　吉原　元子、　東　みどり、　大迫富士美

眞崎　寿昭、　小出　寿朗、　比恵島　治、　前隈　清司　

中村　健司、　畑島　昭彦、　縄手　雅輝、　濱崎　洋介　　　　

　　　　　準優勝　白チーム　　　　３位　黄チーム　　　　４位　青チーム

　　　東区会長挨拶　副島　力会長

新スコアリングシステム（ラリーポイント制）　講習

中央区 参加者数　　５９名　　（男子２７名　　女子３２名）

団体の部　1位 タラちゃんチーム 団体の部　２位 フネさんチーム

安川 梅木 酒井 有薗 藤森 岩崎 成相 川上

山口 水篠 大塚 江崎 関 永富

個人の部 男子Ａ 1位 堀田 成相

男子Ｂ＋女子Ａ 1位 田中 渡辺

男子Ｃ＋女子Ｂ 1位 坂口 江崎

女子Ｃ 1位 樺山 有薗



城南区 参加者数　　２０８名　　（男子９９名　女子１０９名）

　　　城南区会長挨拶　松川洋二会長 　　　　　　　　運営スタッフの皆さん

　　競技風景　№１ 　　　競技風景　№２

　　　　大会　結果
種　目 　　　優　　勝 　　準　優　勝

男子Ａ 青柳　（ サタナイ） 古賀　（ 城南区　） 宮崎　（ 七隈寄　） 宮崎　（ 七隈寄 ）

男子Ｂ 松川　（ 田　島　） 上野　（ 金　山　） 鈴川（ サタナイ） 安藤　（ サタナイ）

男子Ｃ 森　　（ 片　江　） 奥村　（ 片　江　） 日山　（ 七　隈　） 長谷川（ 七　隈　）

男子Ｄ 持永　（ 長　尾　） 出口　（ 片　江　） 矢野　（ 堤ケ丘　） 原　　（ 堤ケ丘　）

男子シニア中川　（ 　堤　　） 妙見　（ 　堤　　） 岡　　（ 長　尾　） 野崎　（ 片　江　）

女子Ａ 椎葉　（ 金　山　） 上田　（ 長　尾　） 上原　（ サタナイ） 山野　（ サタナイ）

女子Ｂ 武田　（ 城　南　） 本山　（ 城　南　） 永井　（ 　城　南） 熊丸　（ 城　南　）

女子Ｃ 安永　（ 長　尾　） 黒岩　（ 長　尾　） 吉岡　（　 堤　　） 松尾　（ 　堤　　）

女子Ｄ 船津　（ ファースト） 日比野（ ファースト） 下村　（　　堤　　） 武内　（ 　堤　　）

女子シニア 山下　（ 城南Ｈｉ 　） 廣瀬　（ フレンズ ） 即城　（ 　堤　　） 伊藤　（ 片　江　）

混合Ａ 野崎　（ サタナイ ） 小田原（ サタナイ） 村里　（ 金　山　） 椎葉　（ 金　山　）

混合Ｂ 村上　（ 片　江　） 井出　（ 城　南　） 荒木　（ 　堤　　） 小村　（ 　堤　　）

混合Ｃ 奥村　（ 片　江　） 村井　（ 城　南　） 大塚　（ フレンズ ） 清野　（ フレンズ）

混合１００ 瀬口　（ 金　山　） 新開　（ サタナイ） 野崎　（ 片　江　） 野崎　（ 片　江　）

混合１１０ 山野　（ 片　江　） 奥村　（ 片　江　） 中川　（ 　堤　　） 拝生　（ フレンズ）

混合１２０ 下村　（ 　堤　　） 即城　（ 　堤　　） 岡　　（ 長　尾　） 坂原　（ 七　隈　）



早良区 参加者数　２３０名　男子１０８名　女子１２２名

種目　：　　男子複ABCDE　・　女子複ABCDE　・　混合複ABCDE　

男子小学５年生以上　・　女子小学５年生以上　

男子小学４年生以下　・　女子小学４年生以下　

※　成績表　省略

博多区 参加者数　１３２名　男子　７１名　女子　６１名

種目　：　　男子複ABCDE　・　女子複ABCDE　・　混合複ABCS　

※　成績表　省略



西　区 参加者数　　７０名　男子　３９名　女子　３１名

団体戦 大会結果　
A級　１位　ミックス戦隊アカレンジャー B級　１位　ミックス戦隊アカレンジャー
　　　２位　ミックス戦隊アオレンジャー 　　２位　なうシャトルズ
　　　３位　スマイル 　　３位　SBC女クラ
　　　４位　ミックス戦隊モモレンジャー 　　４位　ミラクルズ
　　　５位　SBC男クラ 　　５位　ホットハーツ

　　西区会長挨拶　冨永徳美会長 大会前のラリポイント制講習　市協会競技審判員会　

　　実技講習　　講師　岩崎氏　・　森山氏　 　　　　　　　　　　表　彰

南　区 参加者数　　146名　男子　55名　女子　9１名

クラブ対抗団体戦 大会結果

種 目 順 位 クラブ名 選手 -1 選手 -2 選手 -3 選手 -4 選手 -5 選手 -6

1 位 老司A 中村　儀一郎 石川　亮太 小田　信平 善田　梢子 渡邊　京子 今野　美津江

2 位 老司B 谷川　俊幸 古賀　昌文 西村　茂喜 溝部　春美 西木　由美 渡邊　裕子

1 位 柏原A 小田　昭彦 須川　征治 森木　創作 小田　三千代 木村　善子 北原　久美

2 位 塩原(水） 藤田　尚樹 佐藤　和之 加藤　信 前田　佐和 佐藤　悦子 藤田　はるみ

1 位 横手 清水　孝浩 今野　哲 棚町　公子 清水　真未 清水　明子 河村　和恵

2 位 柏原B 谷川　聡 桐生　浩之 徳永　修治 山本　雪絵 太田　利恵 渡辺　裕子

1 位 M　O　B 西岡　準三 上野　滉平 小楠　光弘 松尾　由美子 國吉　ユリ子 中原　美幸

2 位 柏原C 萬　一人 松本　太 日高　恵 谷元　幸子 樋口　真澄 矢野　久美

団体Ａ
クラス

団体B
クラス

団体C
クラス

団体D
クラス



　　吉田講師によるラリ－ポイトの説明 　　　　　　ラリ－ポイトの実演

　　　　　　　南区ｸﾗﾌﾞ対抗戦 　　　　　　　　南区ｸﾗﾌﾞ対抗戦

　 　　　　　　Aｸﾗｽ優勝 老司A  　　　　　　　       Aｸﾗｽ準優勝 老司B

　　　　　Bｸﾗｽ優勝   柏原A  　　　　　　      Bｸﾗｽ準優勝   塩原(水）     



　　　　　Cｸﾗｽ優勝　　横手

Dｸﾗｽ優勝　M　O　B Dｸﾗｽ準優勝　　柏原C

７区　　参加者数　　９１８名　　　【 男性　４３６名　　　女性４８２名 】

Cｸﾗｽ準優勝　柏原B

７区の代表者 ・ 関係者のみなさん
　　　　　　ご協力を有難うございました
✌


