
※天災等により、大会開催が不可能な場合は、当日朝7:00までに代表者に連絡致します。

※大会当日の遅刻は厳禁します。遅刻による試合順の変更は行いません。

※結果表の送付は行いません。結果はhttp://soshibushi.ehoh.net/でご覧ください。また大隅オープン、志布志オープンの
大会案内は過去３大会に出場されたクラブに送付してあります。

ＴＥＬ，携帯 090-2079-6970 連絡不能時
持冨真吾
090-9727-7983

それ以降の参加取り消しは参加料の支払いが必要となります。    

12.申込み先 〒899-7103 志布志市志布志町志布志3227番地4

志布志市バドミントン連盟 高上　まなみ

(締切日厳守のこと)

11.参 加 料     一人(一般)1,200円(高校生以下)900円

　　当日集金しますが参加取り消し受付は 3月4日 (日)までとします。

 10.申込締切 別紙申込書により 3月2日 (金)までに下記へ必着ご郵送ください。

　　　　　 　　　※過去１年間にB級以下で２位以上の入賞経験のあるペアは同一級

　　　　　　　　　以下での出場はできません。

                  入賞経験のあるペア同士も同様です。(入賞者名簿参考のこと)

　　　　　 　　　※初級の資格は経験２年未満かつ志布志・大隅各オープン大会の

　　　　　　　　　C級以上のクラスで初戦突破経験のない方に限ります。(年齢等により緩和有)

　　　　　　　　　以上、厳守お願い致します。当日判明の場合失格となります。

  7.競技方法　 リンク戦及びトーナメント戦(ラリーポイント制)

　　　　　　  　 　原則的に予選はリンク戦　、決勝はトーナメント戦で行います。

　　　　　　  　 　但し参加チーム数により決定します。

  8.表　　彰　  各クラス３位までとします

  9.参加資格　  バドミントン愛好者(小中学生可)であれば、どなたでも参加できます。

  4. 主　　管 志布志市バドミントン連盟

  5. 後　　援 志布志市体育協会・曽於市バドミントン協会

  6. 種　　目 男女別個人ダブルス　Ａ・Ｂ・Ｃ・初級

 試合開始  9時00分 (いずれも早まる場合があります)

  2. 場　　所 志布志市志布志町総合体育館

  3. 主　　催 志布志市バドミントン連盟

春寒の候、皆様方におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、第22回志布志市バドミントンオープン大会を下記のとおり開催いたしますので

　皆様の奮ってのご参加、ご協力をよろしくお願い致します。

記

　1.日　　時 平成30年3月18日 (日)  集合受付　8時30分　開会式　8時40分

第22回志布志市バドミントンオープン大会の案内

各位殿 平成30年2月6日

志布志市バドミントン連盟

会　長 飯野　直子



※天災等により、大会開催が不可能な場合は、当日朝7:00までに代表者に連絡致します。

①過去１年間に志布志市・大隅各オープン大会Ｂ級以下で２位以上の入賞経験のあるペアは

　同一級以下での出場はできません。入賞経験者のペアもこれに準じます。 入賞者名簿参考のこと

②大会当日の遅刻は厳禁します。遅刻による試合順の変更は行いません。 失格になります

③当日の選手変更は補充にかぎります。登録者間相互の変更はできません。

C・初

(男女別上位クラスより下位クラスの順でお書きください) 参加料合計 円

※注意事項 ①項違反者は当日判明の場合失格となります 参加料:一般1200円、学生900円
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クラス 氏名(フリガナ) 年齢 ○をしてください 所属市町名 所属クラブ

代表者氏名 代表者等変更( 有・無 ） ℡　　　－　　　－

代表・顧問・会長・（　　　　） 住所 〒　　-

※個人戦ダブルス
※代表者・住所等の変更の有無欄に○印を

つけてください 申込締切日 平成30年3月2日 (金)

代表者団体名 代表者情報は大会案内の
送付に使用します

第22回志布志市バドミントンオープン大会 平成30年3月18日

※注意事項を熟読、厳守の上お申込みください。郵送受付締切日必着です。

※送付先 〒899-7103 志布志市志布志町志布志3227番地4 高上　まなみ



参加数

69 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

Ａ級 有馬とゆかいな仲間達 THB 該当者なし Ａ級 加治木クラブ chococo コリー

2 幸田　慧斗 谷口　湧哉 7 太田　朋美 下村　夏生 田代　好香

新原 純一郎 手柴　祐也 久保　遥 松尾　広絵 今尾　理紗

Ｂ級 橋口不動産 姶良フレンド 大隅Jr Ｂ級 チームあまちゃん 志布志高校 chococo・西原少年団

11 橋口　和久 正代　直樹 馬込　佳介 5 西丸 あゆみ 上襠　美月 浜田　成子

鳥越　雄貴 牟田　純 新留　日向 渡辺 はるみ 池田 菜奈美 岩元　暁子

Ｃ級 根占中 日南学園高校 スクラッチ Ｃ級 大隅さくらんぼ 橋口不動産 根占中

17 中村　太耀 得丸　慶人 小簿　健一 8 近松　奈穂 小路口 真依 福園　花凜

湊原　大宙 山本　政樹 赤崎　 勝 藤井　美里 萱野　亜美 中村 あさひ

初心者級 ポコポコ 鹿屋工業高校 鹿屋工業高校 初心者級 志布志高校 志布志高校 田崎中羽球同好会

14 折口　昭博 岩元　智拓 門倉　巧益 5 佐藤　友紀 大野　未由 平國　玲奈

東　涼楓 東　佑亮 岡留 健治郎 山元　恵理 井出　千優 本村　星優

参加数

114 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

Ａ級 TEAM　ONE cloud9 羽根倶楽部 Ａ級 コリー 高山クラブ Hayato　Ladies

6 東條　研介 幸田　慧斗 古川　義直 6 今尾　理紗 岩川　陽子 今西　美優

豊島　剣士 中村　彰良 杉尾　公輝 田代　好香 松尾　広絵 石井　今日子

Ｂ級 ディフェンス鹿屋・IKD 橋口不動産 日高運送 Ｂ級 鹿屋女子高 南郷倶楽部 鹿屋高校

12 松元　純一 橋口　和久 新原　龍弥 9 岩元　えみな 東　なつき 谷之口　怜圭

大竹野　祐一 吉岡　竜一 竹之内　和也 福田　真生 東　ちひろ 宮城　鈴

Ｃ級 大隅Jr 第一鹿屋中学校 ディフェンス鹿屋 Ｃ級 大崎家庭婦人 第一鹿屋中学校 キラリーズ

26 馬込　佳介 岩元　一球 山元　弘 19 谷川　明子 伊東　千尋 倉園　みえ子

新留　日向 本倉　健登 末森　真早樹 折小野　尚子 大竹野　未来 山元　友美

初心者級 曽於高校 曽於高校 鹿屋高校 初心者級 鹿屋高校 鹿屋高校 伊﨑田中

17 下川　真澄 鮫嶋　蒼史 大久保　海成 19 黒田　真帆 白坂　星花 西之原　翠

徳留　幸紀 瀬戸口　聖弥 岡本　泰斗 下瀬　藍香 下杉木　裕理 堀口　亜美

参加数

123 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

Ａ級 Cloud　９ 鹿児島クラブ・みとせりあ 羽根倶楽部 Ａ級 高山クラブ ＴＨＢ 高山クラブ

8 中村　彰良 中村　大祐 古川　義直 8 岩川　陽子 今別府 結花 美坂 智美

幸田　慧斗 下田　祥平 杉尾　公輝 松尾　広絵 前原　千波 下村　夏生

Ｂ級 鹿屋高校 橋口不動産 志布志ファミリー Ｂ級 尚志館高校 鹿屋女子高 チームあんぽんたん

11 肥田　真太郎 脇　早摩 室田　圭介 8 渡邊 さくら 馬込　由梨乃 福重　日菜

松元　剛琉 永田　浩晃 持冨　真吾 吉田　瑞希 吉井 栞桜 北方　奈那可

Ｃ級 ドラえもん ＴＨＢ ラッツェ Ｃ級 鹿屋女子高 南大隅高校 根占中

28 慶田　健 谷口　湧哉 江田　洋佑 14 冨松 萌絵 鰺坂　葉月 福園　花凜

池田　真由 谷口　浩二 鈴木　亜希 木原 七星 佐藤　恵吏 中村　あさひ

初心者級 鹿屋工業高校 根占中 鹿屋高校 初心者級 志布志高校 尚志館高校 鹿屋高校

31 宮園　須楽 福園　りょうき 曽田　祐輝 15 佐藤　友紀 伊地知　美南海 東水流　花倫

石井　大翔 野間　ひろと 坂口　慈恩 畦地　早紀 田中　一花 下杉木　裕理

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

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

平成30年2月11日の大隅春季大会の結果は記載されておりません。この大会でＢ級以下で二位以上に

入賞された方は、第22回志布志市大会の申し込み時に下記の確認をお願い致します。

※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。

男子　　　　　　　　（大隅夏季大会　Ｈ.29.5.7）　　　　　　　　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　　　　　　　　（大隅冬季大会　H29.11.19）　　　　　　　　女子

男子　　　　　　　　（体育振興大会　H29.10.9）　　　　　　　女子

男子　　　　　　　　（大隅秋季大会　Ｈ.29.8.20）　　　　　　　　女子

男子　　　　　　　　（第21回志布志市大会　Ｈ.29.6.11）　　　　　　　　女子


