
第22回ミズノ杯　兼

第61回岡山県春季バドミントン選手権大会　兼

第19回中国地区シニアバドミントン選手権大会県予選会

平成30年5月3日（木）　総社市 きびじアリーナ

☆一般の部

種別 参加 １位 ２位 ３位 ３位 5位 5位 5位 5位

宮城　恒太郎 光畑　力也 渡辺　大輝 福田　侑弥 中尾　修平 岡崎　拓磨　 時吉　良真 矢野　樹

(岡山大学) （三菱自動車） (ＪＦＥ物流) (岡山大学) （JFEプラントエンジ） 総社市役所 （三菱自動車） (ＪＦＥ物流)

初優勝

種別 参加 １位 ２位 ３位 ３位 5位 5位 5位 5位

吉田　弘樹 岡崎　拓磨　 光畑　力也 中尾　修平 矢野　樹 濱本　祥希 内海　元気 福田　侑弥

（三菱自動車） (総社市役所) （三菱自動車） （JFEプラントエンジ） (ＪＦＥ物流) （ＪＸＴＧエネルギー） （ＪＸＴＧエネルギー） (岡山大学)

中尾　俊彦 景山　智稀 時吉　良真 水川　文人 渡辺　大輝 飯島　尚輝 髙瀬　拓未 宮城　恒太郎

（三菱自動車） (ちろりん村) （三菱自動車） （JFEプラントエンジ） (ＪＦＥ物流) （ＪＸＴＧエネルギー） （ＪＸＴＧエネルギー） (岡山大学)

初優勝

種別 参加 １位 ２位 ３位 3位 ５位 ５位

森川　紗彩華 岡﨑　梨紗 野島　心 武田　莉奈 井手　柚月 宗近　奈々美

（三菱自動車） (ミッキーズ) （三菱自動車） （岡山ｶﾞｽ） （岡山ｶﾞｽ） （三菱自動車）

初優勝

種別 参加 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

野島　心 武田　莉奈 秋田　知咲 岡﨑　りか 岡村　磨由

（三菱自動車） （岡山ｶﾞｽ） (ミッキーズ) (トトロ) （桃太郎本舗）

森川　紗彩華 井手　柚月 岡﨑　梨紗 槌田　朋子 藤原　さと子

（三菱自動車） （岡山ｶﾞｽ） (ミッキーズ) (トトロ) （帯江）

初優勝

一般
男子単

20

一般
男子複

12

一般
女子複

5

一般
女子単

6
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第22回ミズノ杯　兼

第61回岡山県春季バドミントン選手権大会　兼

第19回中国地区シニアバドミントン選手権大会県予選会

平成30年5月3日（木）　総社市 きびじアリーナ

☆以下シニアの部　中国シニア大会への出場資格は上位8名（組）へ与えられる

種別 参加 １位 ２位 ３位 ３位 5位 5位 5位 5位

佐野　宏太 服部　達也 田中　敬 永井　大吉 小野　絢太 藤本　和宏 小西　竜太　 藤井　将人

（JFEプラントエンジ） (倉敷市役所) （JFEプラントエンジ） (永井クラブ) (岡山大学) （三菱自動車） (倉敷市役所) （児島KIDS）

初優勝

種別 参加 １位 ２位 ３位 ３位 5位 5位 5位 5位

藤本　和宏 真木　宏之 藤井　将人 磯山　裕樹 佐野　宏太 三鼓　明 谷口　賢次 小野　惇弘

（三菱自動車） （岡山市役所） （児島KIDS） （児島KIDS） （JFEプラントエンジ） （清音） （PEACE） （JFEプラントエンジ）

小川　芳弘 田中　敬 野崎　将史 川上　達也 服部　達也 長嶋　隆一 石井　裕隆 岡崎　泰典

(倉敷市役所) （JFEプラントエンジ） （ＮＴＮ） （岡山市役所） (倉敷市役所) （ＪＦＥスチール倉敷） (倉敷市役所) （Ｙ＠Ｓ）

初優勝

種別 参加 １位 ２位 ３位 ３位 5位 5位 5位 5位

真木　宏之 三辻　邦章 藤井　裕幸 岡田　彰 水船　一郎 高瀬　充広 内川　良太郎 鈴木　努

（岡山市役所） （PEACE） （三菱自動車） （ウイング） （倉敷南中学校教員） （JP日本郵政Ｇｒ） (倉敷市役所) (教職員連盟)

初優勝

種別 参加 １位 ２位 ３位 ３位 5位 5位 5位 5位

三辻　邦章 田上　富久 仁後　春志 三好　研二 高瀬　充広 岩田　章秀 喜多　直樹 中原　修二

（PEACE） （三菱自動車） （児島KIDS） （児島KIDS） （JP日本郵政Ｇｒ） （モアスポーツ） （モアスポーツ） (教職員連盟)

坂本　昌彦 藤井　裕幸 安藤　義光 三好　幸夫 春名　英樹 道西　大輔 清谷　仁俊 鈴木　努

(倉敷市役所) （三菱自動車） （PEACE） （児島KIDS） （クラブン） （モアスポーツ） （児島KIDS） (教職員連盟)

２年ぶり２回目

種別 参加 １位 ２位 ３位 ３位 5位 5位

中堀　清 田村　昌之 山田　晃 子川　桂二 鶴見　隆弘 弥園　健志

（高島ｸﾗﾌﾞ） （HEISEI白鳥） （高島ｸﾗﾌﾞ） （RSｺｶﾞﾜ） (教職員連盟) （Ｔail eyes）

3年連続優勝

種別 参加 １位 ２位 ３位 ３位 5位 5位

中須賀　史行 中堀　清 池上　美鶴 工藤　政幸 石賀　康史 子川　桂二

（クラレ岡山） （高島クラブ） （児島KIDS） (ｎet.in) （HEISEI白鳥） （RSｺｶﾞﾜ）

小橋　至 福田　功 岡田　正裕 柳井　稔 田村　昌之 鶴見　隆弘

（帯江） （岡山市役所） （アップルＢＣ） (ｎet.in) （HEISEI白鳥） (教職員連盟)

初優勝

30歳以上
男子単

26

30歳以上
男子複

18

40歳以上
男子単

16

40歳以上
男子複

13

50歳以上
男子単

6

50歳以上
男子複

10
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第22回ミズノ杯　兼

第61回岡山県春季バドミントン選手権大会　兼

第19回中国地区シニアバドミントン選手権大会県予選会

平成30年5月3日（木）　総社市 きびじアリーナ

☆以下シニアの部　中国シニア大会への出場資格は上位4名（組）へ与えられる

種別 参加 １位 ２位 ３位 ３位 5位 5位 5位

安田　元 田原　清吾 永井　孝 北井　勝義 中山　睦雄 岡田　和之 三浦　仁

（平松ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ） （岡山ｲｰｸﾞﾙｽBC） （永井ＢＣ） （RSｺｶﾞﾜ） (ＪＦＥシステムズ) (モア) (モア)

初優勝

種別 参加 １位 ２位 ３位 ３位 5位 5位

北井　勝義 永井　孝 片山　雅博 中山　睦雄 佐藤　正吾 岡田　和之

（RSｺｶﾞﾜ） （永井ＢＣ） （岡山ｲｰｸﾞﾙｽBC） (ＪＦＥシステムズ) （ウイング） (モア)

安田　元 田原　清吾 竹島　理雄 藤原　保司 三宅　孝一 三浦　仁

（平松ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ） （岡山ｲｰｸﾞﾙｽBC） （岡山ｲｰｸﾞﾙｽBC） (帯江) （ウイング） (モア)

初優勝

種別 参加 １位 ２位 ３位 ３位 5位

片山　雅博 藤森　龍二 今宮　龍也 久山　勇雄 金子　廣志

（岡山ｲｰｸﾞﾙｽBC） （岡山ｲｰｸﾞﾙｽBC） （クラレ岡山ＯＢ） （ﾓｱｽﾎﾟｰﾂ） （岡山ｲｰｸﾞﾙｽ）

２年連続優勝

種別 参加 １位 ２位 ３位 ３位

小野　信彦 守屋　健三 吉原　俊治 藤森　龍二

（ﾓｱｽﾎﾟｰﾂ） （Ｔail eyes） (クラレ岡山ＯＢ) （岡山ｲｰｸﾞﾙｽ）

久山　勇雄 横田　向平 青木　元春 金子　廣志

（ﾓｱｽﾎﾟｰﾂ） （Ｔail eyes） （岡山市役所ＯＢ） （岡山ｲｰｸﾞﾙｽ）

２年連続優勝

種別 参加 １位 ２位 ３位

立野　美幸 井手　久恵 斎藤　千映子

（PEACE） （永井BC） （Ｔail eyes）

初優勝

種別 参加 １位 ２位 ３位 ３位 5位 5位 5位 5位

井手　久恵 山下　良依 奥本　美津己 石湯　洋子　 内村　佳津子 斎藤　千映子 濱田　江美 中桐　陽子

（永井BC） （PEACE） （トトロ） （シャトルランド） （帯江） （Ｔail eyes） （桃太郎本舗） （トトロ）

高橋　綾子 仁後　清美 塚本　美穂 治部　美智子 内海　久美 水谷　淳子 那須　智子 長谷川　直美

（トトロ） （ﾋﾟｭｱｸﾗﾌﾞ） （トトロ） （シャトルランド） （帯江） （Ｔail eyes） （桃太郎本舗） （トトロ）

初優勝

種別 参加 １位 2位

山本　典子 歳森　雅子

（児島KIDS） （岡山イーグルス）

２年連続優勝

種別 参加 １位 ２位 ３位 ３位 ５位 ５位

寺田　みどり 安藤　一栄 屋敷　百合子 赤澤　五月 山崎　美代子 種　伸恵

（ﾋﾟｭｱｸﾗﾌﾞ） （PEACE） （ウイング） （桃太郎本舗） (高島クラブ) （桃太郎本舗）

光本　純子 浜島　淑子 丸山　美香 後藤　恵 山本　典子 半田　由美子

（トトロ） （PEACE） （ウイング） （桃太郎本舗） （児島KIDS） （桃太郎本舗）

初優勝

50歳以上
女子複

10

40歳以上
女子複

12

60歳以上
男子複

6

65歳以上
男子複

4

５0歳以上
女子単

2

60歳以上
男子単

7

65歳以上
男子単

5

40歳以上
女子単

3
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