
参加数

116 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

Ａ級 チーム鹿屋 サンドブラスト工房みとせりあ チーム鹿屋 Ａ級 高山クラブ Ｋ＆Ｓ TEAM ONE

7 永吉 康祐 林 竜平 浜崎 功一郎 4 松尾 広絵 渡辺 小百合 池口 奈緒美

中村 亨 下田　祥平 満園 智彬 下村 夏生 黒木 茜 濱田 亜希

Ｂ級 ﾁｰﾑはにわ 根占中 橋口不動産 Ｂ級 チームBW 高山クラブ 大隅さくらんぼ

13 和田 俊 新留 日向 脇 早摩 8 戸高 瑞佳 岩川 陽子 馬場 邦江

今別府 結花 中村 太耀 永田 浩晃 矢野 愛 下村 二多美 徳永 成子

Ｃ級 日高運送 ディフェンス鹿屋 日高運送 Ｃ級 都城農業高校 志布志高校 キラリーズ

27 岩重 孝明 原 健太郎 中野 翔太 13 青木 美穂 上襠 美月 谷川 明子

竹之内 和也 末森 真早樹 新原 龍弥 中島 愛結 池田 菜奈美 折小野 尚子

初心者級 鹿屋工業高校 昼ミントンクラブ 曽於高校 初心者級 伊﨑田中 串良商業高校 伊﨑田中

29 前田 尚生 嘉村 透 三坂 昂大 15 山下 紗希 土元 茉奈佳 堀口 亜美

山口 達也 永井 洋一 山元 涼雅 西川 好葉 新川 麗奈 西之原 翠

参加数

106 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

Ａ級 OSN THB 羽根倶楽部 Ａ級 chococo 鹿屋女子高 THB

3 野村　 岳 谷口　湧哉 古川　義直 6 美坂　智美 徳永　夏奈 今別府 結花

前原　清一 手柴　祐也 谷口　 拓 松尾　広絵 二見　美穂 前原　千波

Ｂ級 橋口不動産 橋口不動産 橋口不動産 Ｂ級 鹿屋女子高 志布志高校 ポコポコ

13 江口　　 綾 中園　 敦 脇　　 早摩 10 馬込 由梨乃 上檔　美月 小山田 寛子

川井田 直也 永田　浩晃 鳥越　雄貴 福田　真生 岩田　佑実 上之　裕理

Ｃ級 福島高校 曽於高校 曽於高校 Ｃ級 五ヶ瀬高校 キラリーズ 志布志高校

21 杉尾　公輝 山之内 佳司 長瀬　一騎 24 丸亀　由芽 山元　友美 横峯　有紀

髙橋　龍斗 嶌村　允斗 猪俣　龍二 森　　希海 折小野 尚子 髙原　優香

初心者級 RUSTY G.S.D.F ポコポコ 初心者級 ポコポコ 羽根倶楽部 羽根倶楽部

21 吉原　龍也 川井田 壮太 田崎　勝彦 8 若松 智絵美 河野　智美 藤木　幸子

藤田　純一 春田　麻耶 若松 洋次郎 藤迫　和子 河野　彩琴 藤木　優羽

参加数

109 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

Ａ級 TEAM ONE チーム鹿屋 Ｙ＆Ｋスポーツ Ａ級 エイト 鹿屋女子高校 串良商業高校

6 橋口 浩典 梅北　海 平野　幸司 5 石井　今日子 徳永 夏奈 宮原　亜沙美

岩吉　雄太郎 堀之内　翔太 古川　義直 今西　美優 二見 美穂 中島　実夏

Ｂ級 Ｔｈｅなんぐう 工業ＯＢ 志布志ファミリー Ｂ級 鹿屋女子高校 宮崎西中 鹿屋女子高校

11 前屋敷　俊輝 下山　由羽 慶田　健 8 角 さやか 松下　聖那 大坪 美結

添田　泰光 打越　豪洋 慶田　隼人 新村 綾音 佐藤　優希 柚木原 莉奈

Ｃ級 橋口不動産 串良クラブ チーム白鳥 Ｃ級 宮崎西中 おしんこたまごクラブ みそすーぷ

22 脇　早摩 下川　翔太 徳重　昭宏 25 新名　穂美 徳永　彩希 池田　真由

伊東　理博 下川　美香 吉永　康了 竹尾　光織 竹下　舞優 上村　奈央

初心者級 松山バドミントン 志布志ファミリー ＲＵＳＴＹ 初心者級 宮崎西中 宮崎西中 日高運送

20 谷口　浩二 大川　泰久 吉原　龍也 13 谷　紗佑里 沼口　直子 菊池　あゆみ

松村　慎太郎 森松　顕彦 宮田　郷 内村　亜季 河野　澪花 明山　久美

参加数

126 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

Ａ級 チーム鹿屋 Ｙ＆Ｋスポーツ 田崎クラブ Ａ級 鹿屋高校 ラブオール 志布志高校・チームはにわ

5 梅北　海 古川　義直 大竹野　祐一 4 浪瀬　陽菜 内園　千晴 上襠　美月

中村　亨 谷口　拓 黒木　春雄 谷之口　怜圭 集　美咲 馬場　邦江

Ｂ級 大隅Jr. 鹿屋工業高校 鹿屋高校 Ｂ級 鹿屋中央高校 鹿屋高校 大隅さくらんぼ

22 小田　忍 宮川　省吾 肥田　真太郎 6 西丸　あゆみ 永田　朋 渡辺　はるみ

新留　日向 林　康隆 松元　剛琉 菅原　鈴七 濵田　佳奈 赤田　みどり

Ｃ級 ディフェンス鹿屋 志工会 福島高校 Ｃ級 西原バドミントン 高崎中学校 橋口不動産

42 松元　祐輝 打越　豪洋 杉尾　公輝 19 榎木田　祐菜 黒木　美由稀 油田　千明

西郷　広彩 竹之下　司 岩本　祐翔 伊東　千尋 木下　ゆい 萱野　亜美

初心者級 ＲＵＳＴＹ 福島高校 鹿屋高校 初心者級 福島高校 都城クラブ ＲＵＳＴＹ

20 有馬　徳章 江藤　忍 石川　晃太郎 8 吉田　穂花 冨吉　亜由美 北方　伽奈

永尾　百合子 髙橋　龍斗 大村　海斗 杉尾　小織 津野　好栄 福園　唯

参加数

96 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

Ａ級 鹿児島工業高校 鹿児島工業高校 Cloud　９ Ａ級 高山クラブ chococo 大隅さくらんぼ

7 有村　康希 有馬　 輝 中村　彰良 5 岩川　陽子 山下　麻弓 高上 まなみ

上入佐 忠敬 床次　 凌 幸田　慧斗 下村　夏生 松尾　広絵 馬場　邦江

Ｂ級 橋口不動産 鹿児島工業高校 ｺﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ Ｂ級 THB・五ヶ瀬高校 宮崎中・宮崎西中 鹿児島工業高校

16 橋口　和久 中道　 淳 久保田 克裕 5 今別府 結花 長谷川 優真 前村 穂乃香

江口　 綾 永德　泰崇 あべ松　真也 丸亀　由芽 川口　舞華 舞田　実風

Ｃ級 福島高校・志布志高校 日高運送 D M Y ２ Ｃ級 宮崎西中学校 サ イ ズ 橋口不動産

29 杉尾　公輝 新原　龍弥 中川　 唯 14 松下　聖那 有水　小春 永尾 百合子

堀　海斗 竹之内 和也 鳥越　雄貴 佐藤　優希 米盛　美結 北方　伽奈

初心者級 鹿児島工業高校 鹿児島工業高校 志布志高校・志布志ファミリー 初心者級 サ イ ズ 鹿屋工業高校 南郷中学校

14 上入佐 憲広 下松　和磨 福留　翔太 6 木原　茉愛 新越 かなえ 岩切　友花

新郷　圭人 竹下　怜旺 高上　直樹 三本　莉里 吉水　彩貴 酒井　蒔絵

参加数

94 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

Ａ級 TEAM ONE カマキリ Cloud 9 Ａ級 大隅さくらんぼ 高山クラブ 鹿屋女子高校

7 橋口 浩典 中村 彰良 新田 翼 5 高上 まなみ 岩川 陽子 徳永 夏奈

東條 研介 有馬 裕貴 坂野 涼 馬場 邦江 竹下 五美 角 さやか

Ｂ級 Ｙクラブ TEAM ONE 橋口不動産 Ｂ級 鹿屋高校 TEAM ONE ヒロキッズ

25 廿枝 流生 あべ松 真也 脇 早摩 10 浪瀬 陽菜 濱田 亜希 鶴村 美緒

日高 翔 深見 一智 手柴 祐也 谷之口 怜圭 松原 恵美 川口 香菜美

Ｃ級 西原クラブ 橋口不動産 Theなんぐう Ｃ級 鹿屋高校 大隅さくらんぼ 鹿屋高校

12 幸田 和義 吉岡 竜一 安田 俊介 11 松元 薫実 渡辺 光代 野田 佑香

幸田 夏美 伊東 理博 加覧 隆行 山崎 葵 竹之内 佳代 久保 みなみ

初心者級 NON 伊﨑田中 キラリーズ 初心者級 橋口不動産 鹿屋女子高校 鹿屋高校

12 古渡 克季 瀬口 要 吉福 智美 12 伊東 千尋 鈴木 里穂 上山 未遥

古渡 悠太 黒木 俊輔 下久保 康平 橋口 実桜 木原 七星 福山 采奈

参加数

138 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

Ａ級 チーム鹿屋 田崎クラブ・池田病院 みとせりあ・鹿児島クラブ Ａ級 田崎クラブ 大隅さくらんぼ チーム姶良

9 梅北　海 前田　大介 下田　祥平 7 岩川　陽子 馬場　邦江 榎並　真弓

浜崎　功一郎 前原　清一 中村　大祐 美坂　智美 今別府　結花 松井　リサ

Ｂ級 エース 有馬とゆかいな仲間たち 鹿屋高校 Ｂ級 鹿屋高校 尚志館高校 オセロ

23 小田　忍 有馬　友樹 肥田　真太郎 9 濵田　佳奈 渡邊　さくら 上檔　ほなみ

畦地　ゆうき 黒木　陽樹 松元　剛琉 谷之口　怜圭 平瀬戸　歩実 中水流　莉奈

Ｃ級 チームスマイル 曽於高校 大隅Jr. Ｃ級 IKD 曽於高校 ぼっけもんGO！

27 棈松　恒久 伊集院　悠斗 新留　日向 25 宮城　涼 富窪　なずな 重久　八奈子

棈松　晴香 園田　竜大 中村　太耀 大竹野　彩 稻積　真奈 郷原　萌里

初心者級 曽於高校 鹿屋工業高校 曽於高校 初心者級 大隅Jr. ぼっけもんGO！ 鹿屋高校

22 嶌村　允人 福留　一希 山之内　佳司 16 福園　花凜 津中　里香 岩根　くみ子

松田　賢吾 瀨筒　康容 德田　翔 中村　あさひ 津中　摩耶 池田　ななみ

男子　　　　　　　　（体育振興大会　H28.10.9）　　　　　　　女子

男子　　　　　　　　（大隅秋季大会　Ｈ.28.8.21）　　　　　　　　女子

入　賞　者　名　簿(最近１ヵ年Ｂ級以下２位以上入賞者のペアまたは入賞者同士のペアは上位級での参加が必要です。参加申込時確認してください)
男子　　　　　　　　（第21回志布志市大会　Ｈ.29.6.11）　　　　　　　　女子

男子　　　　　　　　（大隅夏季大会　Ｈ.29.5.7）　　　　　　　　女子

男子　　　　　　　　（第20回志布志市大会　Ｈ.29.3.19）　　　　　　　　女子

男子　　　　　　　　（大隅春季大会　Ｈ.29．2．5）　　　　　　　　女子

男子　　　　　　　　（大隅冬季大会　H28.11.20）　　　　　　　　女子


