
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

60代男子複 桜井 道則 古賀 通次 鈴木 正

中山 俊樹 佐藤 善次郎 福本 幸一郎

(ＢＡＤＬＯＲ ＳＮＲ) (宮の里) (麻生ダックス)

50、40代男子複Ａ、Ｂ 篠原 周作 清水 英二

長谷川 道人 上柳田 勝志

(ミックスジュース) (ＰＡＳＩＯＮ)

50、40代男子複Ｃ 清澤 輝彦 神田 健治

杉谷 末広 三橋 峰雄

(ゴールデンマスターズ) (ゴールデンマスターズ)

一般男子複　Ａクラス 小嶋 鷹宗 青木 知矢 本牧 達也 北島 紳雄

藍原 憲弘 陶山 貴志 吉岡 隆夫 岡 優介

(ピエロ厚木) (プレミアム同好会) (Ｂｒｏｔｈｅｒｈｏｏｄ) (相模原市役所･国士舘大学)

一般男子複　Ｂクラス 會澤 文吾 高橋 直己 海田 暁弘 新田 淳一

木下 賢一 菅原 拓也 佐々木 毅 山本 裕太

(一般) (ＴＯＭ ＢＯＹ) (Ｓｈａｋｅ) (禁煙三日目)

一般男子複　Ｃクラス 吉田 亨 倉知 栄作 田中 成人 岩島 拓哉

花上 保 下村 航平 目黒 流限無 野口 亮太

(厚木クラブ) (サレジオ) (流浪会) (わんだーす)

60代女子複 鈴木 淳子 竹川 むつ子 渋谷 つや子

繁原 逸美 鈴木 ひろみ 中野 佑子

(どんぐり) (どんぐり) (ラビッツ)

50代女子複Ｂ、Ｃ 山口 登志子 石井 みつ子 鈴木 公美 松場 比呂美

伊藤 康子 岩本 奈保子 常盤 悦子 岡部 しづ江

(ＢＡＤＬＯＲ ＳＮＲ) (どんぐり) (どんぐり) (ラビッツ)

40代女子複Ａ、Ｂ 丸井 はるみ 柏野 純子

岸川 ふみ枝 新村 美樹子

(どんぐり･アリス) (どんぐり･アトム)

40代女子複Ｃ 込山 美和 山中 郁子 小林 麗 大谷 邦子

南部 淑恵 竹田 圭子 坂内 昭子 花上 真弓

(湘南ナイト) (ペパーミント) (厚木クラブ) (厚木クラブ)

一般女子複　Ａクラス 北條 みずき 久保田 珠映 山内 歩

堀内 亜希子 高科 庸子 島崎 友佳里

(ＮＴＴ通研) (Ｓｈａｋｅ) (ＺＥＲＯ)

一般女子複　Ｂクラス 倉田 香織 赤澤 友紀 山上 梢

北村 遥 内山 由香里 野口 みなみ

(ワイズ) (ぱるプンテ！？) (ＺＥＲＯ)

一般女子複　Ｃクラス 野口 沙織 高橋 恵 武内 一美

勝又 梢 犬童 淑子 増本 美江

(オリーブ) (チームフリー) (ｐｏｐｃｏｒｎ)

壮年混合複　Ａクラス 瀧田 勝彦 須山 清 篠原 周作 小宮 直人

瀧田 早苗 丸井はるみ 梅澤 真美 斉藤 日出子

(メイプルレッズ) (ピエロ厚木) (ミックスジュース) (ぼんじり)

壮年混合複　Ｂクラス 小宮山 亨 上柳田 勝志 神野 弘美 比良 真一

内田 智子 上柳田 敦子 矢後 恵美子 比良 由美子

(ＮＴＴ通研) (ＰＡＳＩＯＮ) (ＮＩＳＳＡＮ) (ＮＩＳＳＡＮ)

壮年混合複　Ｃクラス 杉谷 末広 大附 博之 鎌田 教勝 和田 勝彦

東方 弥生 鈴木 淳子 鈴木 公美 和田 美奈子

(ゴールデンマスターウ) (ピエロ厚木) (日立ＡＭＳバドミントン) (日立ＡＭＳバドミントン)

一般混合複　Ａクラス 岸 祐一 小嶋 鷹宗 池上 雄土 水迫 拓摩

濱道 明日香 橋本 亜沙美 濱渦 渚 西野 環

(ルディ) (ピエロ厚木) (ピエロ厚木) (ＴＯＭ ＢＯＹ)

一般混合複　Ｂクラス 北島 紳雄 鈴木 正樹 横田 哲也 會澤 文吾

山内 歩 小川 恵子 池田 絢香 荒井 亜由美

(相模原市役所･ＺＥＲＯ) (ＳＰＬＡＳＨ) (ＯＶＥＲ ＢＲＥＡＴＨ･ワイズ) (一般)

一般混合複　Ｃクラス 上野 達己 冨岡 康則 平井 素夫 平本 雅晴

込山 美和 井出 照子 加藤 愛希 長内 裕美

(湘南ナイト) (Ｓｈａｋｅ) (Ｓｈａｋｅ) (Ｓｌｉｄｅｒｓ)
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