
３０歳代 30 卜部 稔史 絆(石川)

Ａリーグ 二宮＆山本 荒尾＆金山 三室＆谷口 の部 木下 直紀 絆(石川)

二宮＆山本 ① ② 30 荒尾 容 Bayern(石川)

荒尾＆金山 ③ の部 金山幸平 Bayern(石川)

三室＆谷口 30 伊井 孝行 明神(千葉)

の部 南 光介 明神(千葉)

Ｂリーグ 吉岡＆浅井 卜部＆木下 伊井＆南 30 二宮 慶維 飛翔会(石川)

吉岡＆浅井 ① ② の部 山本 幸平 羽咋高校教員(石川)

卜部＆木下 ③ 30 吉岡 和利 金沢市役所（石川）

伊井＆南 の部 浅井 祐貴 北國銀行（石川）

30 三室 至大 北國銀行（石川）

決勝 の部 谷口 航 大吟醸（石川）

４０歳代 40 濱田 直武 チーム升（福井）

Ａリーグ 濱田＆藤原 気谷＆奥森 柴田＆山口 の部 藤原 拓磨 チーム升（福井）

濱田＆藤原 ① ② 40 柴田 寛之 フォーティーフォー(石川)

気谷＆奥森 ③ の部 山口 一也 中能登町(石川)

柴田＆山口 40 下島 直樹 南木曽体協（長野）

の部 森 英知 南木曽体協（長野）

Ｂリーグ 松本＆栄代 下島＆森 杉原＆佐々木 40 松本 雅之 ワタキューセイモア(石川）

松本＆栄代 ① ② の部 栄代 正男 別川製作所（石川）

下島＆森 ③ 40 杉原 秀俊 翼会(石川)

杉原＆佐々木 の部 佐々木 盛隆 翼会(石川)

40 奥森 勝司 浅野川(石川)

決勝 の部 気谷 篤人 ＢＡＤＭＡＮ(石川)

＜男子：３３組＞

Ａ　１位 Ｂ　１位

Ａ　１位 Ｂ　１位



４５歳代 45 南出 健弘 浅野川シャトルズ(石川)

決勝リーグ 松原＆大江 南出＆加藤 山野＆出越 林＆森 の部 加藤 雄二 浅野川シャトルズ(石川)

松原＆大江 ⑤ ③ ➀ 45 林 隆行 浅野川シャトルズ(石川)

南出＆加藤 ➁ ④ の部 森 士郎 浅野川シャトルズ(石川)

山野＆出越 ⑥ 45 山野 隆盛 大吟醸ｸﾗﾌﾞ（石川）

林＆森 の部 出越 悟 大吟醸ｸﾗﾌﾞ（石川）

45 松原 哲也 飛翔会Ⅱ（石川）

の部 大江 俊雄 飛翔会（石川）

５０歳代 50 堀 和晃 稚松（石川）

Ａリーグ 村田＆坂東 佐藤＆高橋 堀＆与三野 長谷川＆清水 の部 与三野 満 稚松（石川）

村田＆坂東 ① ③ 50 長谷川 一郎 あすなろ（石川）

佐藤＆高橋 ④ の部 清水 淳二 あすなろ（石川）

堀＆与三野 ② 50 木村 喜久男 加賀（石川）

長谷川＆清水 の部 中松 章一 オールエイジ（石川）

50 寺田 正俊 千坂 （石川）

Ｂリーグ 木村＆中松 石黒＆蜷川 宮谷＆吉岡 寺田＆森田 の部 森田 孝司 千坂 （石川）

木村＆中松 ① ③ 50 宮谷 義浩 飛翔会（石川）

石黒＆蜷川 ④ の部 吉岡 直樹 あすなろ（石川）

宮谷＆吉岡 ② 50 坂東陽月 大吟醸 （石川）

寺田＆森田 の部 村田真二 フェニックス （石川）

50 佐藤 聡之 明神(千葉)

決勝 の部 高橋 秀之 明神(千葉)

50 石黒 等 栄ちゃん（富山）

の部 蜷川 雄一 栄ちゃん（富山）
Ａ　１位 Ｂ　１位



120 原 敏夫 米泉バドミントン

Ａリーグ 山本＆丹野 片岡＆桶谷 北川＆米山 の部 捻原 敏行 ニューフェイスサークル

山本＆丹野 ① ② 120 片岡 武典 ニューフェイス・サークル（石川）

片岡＆桶谷 ③ の部 桶谷 勝 ニューフェイス・サークル（石川）

北川＆米山 120 丹野 博 瓢友（石川）

の部 山本 秀夫 金沢（石川）

Ｂリーグ 原＆捻原 若林＆高尾 木村＆西村 120 若林 一夫 大浦バドミントン（石川）

原＆捻原 ① ② の部 髙尾 和志 大浦バドミントン（石川）

若林＆高尾 ③ 120 北川 信夫 小坂（石川）

木村＆西村 の部 米山 晃志 小坂（石川）

120 木村 正之 Pandora（石川）

決勝 の部 西村 牧世 津幡（石川）

130 倉 利夫 桜ヶ丘ＯＢ会（石川）

決勝リーグ 中村＆木下 倉＆水島 北山＆宮本 の部 水島 保 桜ヶ丘ＯＢ会（石川）

中村＆木下 ① ② 130 北山 吉明 コアラ（石川）

倉＆水島 ③ の部 宮本 勝裕 材木（石川）

北山＆宮本 130 中村 勇二 新神田(石川)

の部 木下 一弘 新神田(石川)

合計１３０歳代

合計１２０歳代

Ａ　１位 Ｂ　１位



３０歳代 30 越野 佳代 ラブオール（石川）

決勝リーグ 越野＆山田 南＆石井 徳田＆籔越 奥村＆鈴木 の部 山田 由佳 ラブオール（石川）

越野＆山田 ⑤ ③ ➀ 30 徳田 淳美 オールエイジ（石川）

南＆石井 ➁ ④ の部 薮越 沙也香 オールエイジ（石川）

徳田＆籔越 ⑥ 30 南 葉月 明神(千葉)

奥村＆鈴木 の部 石井 里虹 明神(千葉)

30 奥村 亜紀代 美川（石川）

の部 鈴木 由希子 あすなろ（石川）

４０歳代 40 竹内 智穂 Peace（福井）

決勝リーグ 竹内＆薮内 曽我＆土室 長丸＆村田 の部 籔内 由美 Peace（福井）

竹内＆薮内 ① ② 40 曽我 佳織 浅野川シャトルズ(石川)

曽我＆土室 ③ の部 土室 いずみ ＷＢＣ(石川)

長丸＆村田 40 長丸 貴子 二水（石川）

の部 村田 祐美子 ファンシャトルズ（石川）

＜女子：２０組＞



５０歳代 50 西 紀美 あすなろ（石川）

Ａリーグ 山田＆荒木 西＆林 蔵本＆前田 の部 林 夏美 あすなろ（石川）

山田＆荒木 ① ② 50 和田 真由美 あすなろ（石川）

西＆林 ③ の部 青木 佐智子 あすなろ（石川）

蔵本＆前田 50 江口 好美 あすなろ（石川）

の部 大木 文子 あすなろ（石川）

Ｂリーグ 岡田＆慶秀 和田＆青木 気谷＆村田 50 山田 陽子 瓢友（石川）

岡田＆慶秀 ① ② の部 荒木 美智代 瓢友（石川）

和田＆青木 ③ 50 羽村 典子 瓢友（石川）

気谷＆村田 の部 井家 晴美 二水（石川）

50 気谷 喜美枝 高松 （石川）

Ｃリーグ 羽村＆井家 江口＆大木 小林＆田辺 の部 村田 美香 高松 （石川）

羽村＆井家 ① ② 50 岡田 忍 AVERAGE54（福井）

江口＆大木 ③ の部 慶秀 清子 AVERAGE54（福井）

小林＆田辺 50 小林 洋子 シニア（福井）

の部 田辺 貴恵 シニア（福井）

決勝リーグ Ａの１位 Ｂの１位 Ｃの１位 50 蔵本 利美 TUBATA （石川）

Ａの１位 ① ② の部 前田 美和子 TUBATA （石川）

Ｂの１位 ③

Ｃの１位

120 神野 良子 あすなろ（石川）

決勝リーグ 神野＆西永 竹田＆野原 嶋＆寺井 山崎＆杉林 の部 西永 秀子 あすなろ（石川）

神野＆西永 ⑤ ③ ➀ 120 嶋 麻貴 あすなろ（石川）

竹田＆野原 ➁ ④ の部 寺井 あけみ 小坂（石川）

嶋＆寺井 ⑥ 120 竹田 三枝子 フェニックス（石川）

山崎＆杉林 の部 野原 きよ子 フェニックス（石川）

120 山崎 美津子 ラブオール（石川）

の部 杉林 幸恵 額（石川）

合計１２０歳代


