
第62回　岡山県秋季バドミントン選手権大会

2019年9月14日　笠岡総合体育館

参加 １位 ２位 ３位 ３位 ５位 ５位 ５位 ５位

中永 大輝 山川　翼 武井　優成 小野　惇弘 池上　太一 長村　憲志 水川　文人 矢野　樹

(ＪＦＥ物流) （JFEプラントエンジ） (ＪＦＥ物流) （JFEプラントエンジ） （JFEプラントエンジ） （三菱自動車） （JFEプラントエンジ） (ＪＦＥ物流)

實金 三暢 中永 大輝 山川　翼 千田　哲也 景山　智稀 小野　惇弘 梶田　水昌 奥山　晃輔

(ＪＦＥ物流) (ＪＦＥ物流) （JFEプラントエンジ） (ＪＦＥ物流) （ちろりん村） （JFEプラントエンジ） （NTN) (ＪＦＥ物流)

武井　優成 井上　健太 池上　太一 岡本 昂樹 林　寛昭 水川　文人 山川　智大 矢野　樹

(ＪＦＥ物流) (ＪＦＥ物流) （JFEプラントエンジ） (ＪＦＥ物流) （西阿知） （JFEプラントエンジ） （NTN) (ＪＦＥ物流)

武田　莉奈 井手　柚月 石井　祐葵

（岡山ｶﾞｽ） （岡山ｶﾞｽ） （永井BC）

芦田　奈美希 岡﨑　梨紗 井手　久恵

（岡山ｶﾞｽ） （ミッキーズ） （永井BC）

永井　大吉 真木　宏之 田中　敬 小川　芳弘 服部　達也 小西　竜太 田上　富久 藤井　裕幸

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

小川　芳弘 永井　大吉 田上　富久 高瀬　充広 真木　宏之 内川　良太郎

（倉敷市役所） （永井クラブ） （三菱自動車） （JP郵政クラブ） （岡山市役所） （倉敷市役所）

服部　達也 野崎　将史 藤井　裕幸 立野　隆行 田中　敬 岡田　彰

（倉敷市役所） （NTN) （三菱自動車） （PEACE） （JFEプラントエンジ） （ウイング）

内川　良太郎 岡田　彰 Ling　Gie Kong

(倉敷市役所) （ウイング） （児島KIDS））

香山　百合子 俣野　理恵 歳森　雅子

（トトロ） （俣野医院） （岡山イーグルス）

子川　桂二 中山　睦雄 藤森　龍二 久山　勇雄

（RSコガワ） （JFEシステムズ） （岡山イーグルス） （モアクラブ）

高瀬　充広 春名　英樹 井手　浩二

（JP郵政クラブ） （クラブン） (ＪＦＥ物流)

丸山　美香 斎藤 千映子 井手　久恵

（ウイング） (Tail eyes) （永井BC）

安藤　義光 福田　功 田原　清吾 高見　浩二 山田　晃 藤原　一志 川上　新太郎

（PEACE） （岡山市役所） （岡山イーグルス） （旭化成） （高島クラブ） （PEACE） (ＪＦＥ物流)

安藤　一江 藤九　明美 今井　喜久江 光本　純子 山崎　美代子 浜島　淑子 寺田　みどり

（PEACE） （トトロ） （岡山イーグルス） （トトロ） （高島クラブ） （PEACE） （ピュアクラブ）
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参加 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ５位 ５位 ５位

仁後　春志 岡田　正裕 中堀　清 小橋　至 川上　新太郎

（児島KIDS） （アップルBC） （高島クラブ） （帯江） (ＪＦＥ物流)

安藤　義光 池上　美鶴 福田　功 山田　晃 高見　浩二

（PEACE） （児島KIDS） （岡山市役所） （高島クラブ） （旭化成）

寺田　みどり 藤九　明美 屋敷　百合子 浜島　淑子

（ピュアクラブ） （トトロ） （ウイング） （PEACE）

光本　純子 香山　百合子 丸山　美香 安藤　一江

（トトロ） （トトロ） （ウイング） （PEACE）

中山　睦雄 藤森　龍二 小野　信彦 三宅　孝一

（JFEシステムズ） （岡山イーグルス） （モアスポーツ） （ウイング）

子川　桂二 田原　清吾 久山　勇雄 佐藤　正吾

（RSコガワ） （岡山イーグルス） （モアスポーツ） （ウイング）

奥山　晃輔 千田　哲也 井上　健太 岡本 昂樹

(ＪＦＥ物流) (ＪＦＥ物流) (ＪＦＥ物流) (ＪＦＥ物流)

芦田　奈美希 岡﨑　梨紗 井手　柚月 武田　莉奈

（岡山ｶﾞｽ） （ミッキーズ） （岡山ｶﾞｽ） （岡山ｶﾞｽ）
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