
第26回ミズノ杯　兼

第65回岡山県春季バドミントン選手権大会　兼

第23回中国地区シニアバドミントン選手権大会岡山県予選会

2022年4月30日（土）　総社市 きびじアリーナ

主催　岡山県バドミントン協会

共催　ミズノ株式会社

☆一般の部

種別 参加 １位 ２位 3位 3位 5位 5位 5位 5位

河村　朝陽 山縣　朋弥 立野　楓稀 藏田　聖也 田中　遥 石川　聖和 安宅　功樹 時吉　良真

（ＪＦＥﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ） （ＪＦＥﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ） （ＪＦＥﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ） （ＪＦＥﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ） （ＪＦＥﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ） （ＪＦＥﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ） （三菱自動車） （三菱自動車）

種別 参加 １位 ２位 3位 3位 5位 5位

石川　聖和 藏田　聖也 田中　遥 中尾　弘樹 中尾　俊彦 定廣　恒輝

（ＪＦＥﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ） （ＪＦＥﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ） （ＪＦＥﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ） (三菱自動車) (三菱自動車) (三菱自動車)

河村　朝陽 立野　楓稀 山縣　朋弥 時吉　良真 安宅　功樹 大橋　勇斗

（ＪＦＥﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ） （ＪＦＥﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ） （ＪＦＥﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ） （三菱自動車） （三菱自動車） （三菱自動車）

種別 参加 １位 ２位 3位 3位 5位 5位 5位 5位

岡﨑　梨紗 武田　莉奈 芦田　奈美希 北村　菜帆 柿山　柚月 竹本　七菜 金森　愛里紗 奥山　菜月

（ミッキーズ） （岡山ｶﾞｽ） （岡山ｶﾞｽ） （邑久中学校） （岡山ｶﾞｽ） （　倉敷青陵高校　） （桜が丘中学校ﾞ） （　J物クラブ　）

種別 参加 １位 ２位 3位 ４位

柿山　柚月 武田　莉奈 治部　りか 北村　菜帆

（岡山ｶﾞｽ） （岡山ｶﾞｽ） （トトロ） （邑久中学校）

奥山　菜月 岡﨑　梨紗 原田　由貴 金森　愛里紗

（　J物クラブ　） （ミッキーズ） （トトロ） （桜が丘中学校ﾞ）

☆以下30歳以上50歳以下は、中国シニア大会への出場資格として上位8複8単へ与えられる

種別 参加 １位 ２位 3位 3位 5位 5位 5位 5位

佐野　宏太 光畑　力也 藤本　和宏 小川　芳弘 服部　達也 永井　大吉 谷本　有希 山﨑　竜次

（JFEプラントエンジ） (三菱自動車) (Y＠S) （倉敷市役所） （倉敷市役所） （永井BC） （西阿知） （JFEスチール）

種別 参加 １位 ２位 3位 3位 5位 5位 5位 5位

佐野　宏太 光畑　力也 小川　芳弘 麻生　裕平 永井　大吉 小野　淳弘 服部　達也 中尾　修平

（JFEプラントエンジ） (三菱自動車) （倉敷市役所） （トッププロスポーツ） （永井BC） （JFEプラントエンジ） （倉敷市役所） （JFEプラントエンジ）

山﨑　竜次 脊板　都弥 藤本　和宏 奥本 大吾 浅原　達也 水川　文人 岡﨑　泰典 菅田　隼斗

(JFEスチール) (三菱自動車) (Y＠S) （トッププロスポーツ） （永井BC） （JFEプラントエンジ） (Y＠S) （永井BC）

一般
男子単

12

一般
男子複

6

一般
女子単

8

一般
女子複

4

30歳以上
男子単

24

30歳以上
男子複

16
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第65回岡山県春季バドミントン選手権大会　兼

第23回中国地区シニアバドミントン選手権大会岡山県予選会
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種別 参加 １位 ２位 3位 3位 5位 5位 5位 5位

真木　宏之 田中　敬 平田　雄己 藤井　将人 岡田　彰 小林　孝行 藤井　裕幸 根立　和貴

（岡山市役所） （JFEプラントエンジ） （JFE物流） （児島KIDS） （ウイング） （岡山市役所） (三菱自動車） （きよまろん）

種別 参加 １位 ２位 3位 3位 5位

井手　久恵 長谷川　直美 内野　峰子 俣野　理恵 濱田　聡美

（永井BC） （児島KIDS） （児島KIDS） （児島KIDS） （児島KIDS）

種別 参加 １位 ２位 3位 3位 5位 5位

真木　宏之 三辻　邦章 藤井　将人 石井　武志 広地　伸也 内野　秀樹

（岡山市役所） （PEACE） （児島KIDS） （帯江） (帯江） (シャトルランド）

田中　敬 坂本　昌彦 松野　雄介 加賀　竜也 清谷　仁俊 池上　秀樹

（JFEプラントエンジ） (倉敷市役所) （児島KIDS） （クラレ岡山） （児島KIDS） (シャトルランド）

種別 参加 １位 ２位 3位 3位 5位 5位 5位

高橋　綾子 俣野　理恵 竹光　明恵 内野　峰子 濱田　江美 竹島　知子 藤原　さと子

（トトロ） （児島KIDS） (ピンクラビッツ） （児島KIDS） (桃太郎本舗） （トトロ） (帯江）

井手　久恵 長谷川　直美 山本　恭子 濱田　聡美 岡村　磨由 中桐　陽子 石井　朋子

（永井BC） （児島KIDS） (ピンクラビッツ） （児島KIDS） (桃太郎本舗） （トトロ） (帯江）

種別 参加 １位 ２位 3位 3位 5位 5位 5位

中原　修二 三好　幸夫 坂本　一志 山田　晃 鶴見　隆弘 小橋　至 末永　真一

（教職員クラブﾞ） （児島KIDS） （津山市役所） （高島クラブ） （県教職連） （　高島クラブ　） （きよまろん）

種別 参加 １位 ２位 ３位

香山　百合子 歳森　雅子 山本　典子

（トトロ） （岡山イーグルス） （児島KIDS）

種別 参加 １位 ２位 3位 ４位 ５位

安藤　義光 中原　修二 岡田　正裕 中堀　清 鶴見　隆弘

（PEACE） （教職員クラブ） （アップルBC） （高島クラブ） （県教職連）

髙瀬　充広 三好　幸夫 山田　晃 福田　功 小橋　至

（児島KIDS） （児島KIDS） （高島クラブ） （高島クラブ） （　高島クラブ　）

種別 参加 １位 ２位 3位 3位 5位 5位

山下　良依 屋敷　百合子 内村　佳津子 奥本　美津己 藤九　明美 安藤　一江

（PEACE） (ウイング) (帯江） （トトロ） （トトロ） （PEACE）

仁後　清美 丸山　美香 内海　久美 塚本　美穂 浅野　優子 浜島　淑子

（ピュアクラブ） (ウイング) (帯江） （トトロ） （PEACE） （PEACE）

40歳以上
男子単

13

40歳以上
男子複

10

50歳以上
男子単

7

40歳以上
女子単

5

40歳以上
女子複

7

50歳以上
男子複

5

５0歳以上
女子単

3

50歳以上
女子複

6
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☆以下60歳以上は、中国シニア大会への出場資格として上位4複4単へ与えられる。

種別 参加 １位 ２位 3位 3位 5位

田村　昌之 中堀　清 安田　央 子川　桂二 藤原　一志

(HEISEI白鳥組) （高島クラブ） (老松クラブ) （RSｺｶﾞﾜ） （PEACE）

種別 参加 １位 ２位 3位

佐藤　一郎 石賀　康史 子川　桂二

(NTTファシリティーズ) (HEISEI白鳥組) （RSｺｶﾞﾜ）

安田　央 田村　昌之 藤原　一志

(老松クラブ) (HEISEI白鳥組) （PEACE）

種別 参加 １位 ２位 3位 3位

佐藤　一郎 北井　勝義 中山　睦雄 永井　孝

(NTTファシリティーズ) （RSｺｶﾞﾜ） （RSｺｶﾞﾜ） （永井BC）

種別 参加 １位 ２位 ３位 4位

北井　勝義 永井　孝 片山　雅博 小野　信彦

（RSｺｶﾞﾜ） （永井BC） （岡山ｲｰｸﾞﾙｽ） （高島クラブ）

中山　睦雄 藤原　保司 藤森　龍二 久山　勇雄

（RSｺｶﾞﾜ） （帯江） （岡山ｲｰｸﾞﾙｽ） （高島クラブ）

種別 参加 １位 ２位 3位

片山　雅博 久山　勇雄 藤森　龍二

（岡山ｲｰｸﾞﾙｽ） （高島クラブ） （岡山ｲｰｸﾞﾙｽ）

65歳以上
男子複

4

70歳以上
男子単

3

60歳以上
男子単

5

60歳以上
男子複

3

65歳以上
男子単

4
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