
平成２７年度　秦野市バドミントン協会　大会結果

順位 所属

第４５回 5月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子優勝 山田真洋 えいしゃす

第２位 一瀬雄太 えいしゃす

第３位 千田帆来土 えいしゃす

男 優勝 阿久津翼 YOネッサンス

第２位 中村太郎 日生

第３位 佐々木勇輔 YOネッサンス

子 優勝 一瀬雄太 山田真洋 えいしゃす

第２位 城井大滉 長島拓己 えいしゃす

第３位 小川晃弘 服部鋼泰 日立ソリューションズ・日立製作所

優勝 及川尚人 大野豪斗 ゴリブリ

第２位 加藤大地 鹿野敬寛 デコンボーザー

第３位 武子遼太 櫻井良佑 日生

優勝 近藤龍一 矢崎　亮 チームマイナス10

第２位 千葉　順 小野祐樹 Black　Onyx

第３位 横尾裕太 石射泰山 Black　Onyx

優勝 岸　紀代 細谷美佐子

第２位 山中彩花 稲葉　南

女 第３位 － －

優勝 岩瀬紹美 福田　恵 あすなろ

第２位 井澤まさみ 崎山淑美 AQUA・フリー

子 第３位 相田恵美 小泉郁子 SKY

優勝 佐々木美宇 松澤咲歩 鶴巻中

第２位 小山実紗 グエンタンニ 本町中

第３位 喜野友香 横溝あゆ 本町中

11月1日 優勝 宗像幸恵 隅田安希子 Team　F

第２位 相田恵美 須山冨久美 SKY

女 第３位 － －

優勝 城地マサ枝 大矢久枝 Team　F

第２位 土橋美架 坂崎留美 ミッキー

子 第３位 植松真紀 猪俣純子 おかぴょん

優勝 鴨志田美詠子 丹沢裕子 田名クラブ

第２位 室伏広美 箱守のり子 AQUA・フリー

第３位 野上真澄 山下絵梨子 ポピーズ
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第４４回 11月23日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子優勝 小口昌悟 ばっこみ
第２位 小林　学 多摩クラブ
第３位 －

男 優勝 西田祐希 昭島
第２位 山門啓太 RAINBOW
第３位 中村顕之 チコカリ

子 優勝 佐藤智章 脇田　大 FIRST　STEP
第２位 － －
第３位 － －
優勝 小口昌悟 島村　瞬 ばっこみ
第２位 水野直杜 山室敬史 にゅーふぇ
第３位 児玉　翔 中村顕之 チコカリ
優勝 山内　知 永川慎之介 小田急BC
第２位 島崎卓也 寺田泰之 チームマイナス10

第３位 石川　誠 千田寛之 小田急BC
優勝 高橋君枝 福田　恵 あすなろ
第２位 一色陽子 黒沢　優 フレンドシップ

女 第３位 小林美智代 木村真莉子 コバドミントンクラブ

優勝 － －
第２位 － －

子 第３位 － －
優勝 小林なつみ 棚原ユカリ Black　Onyx
第２位 二宮厚子 八木睦美 ラベンダーズ
第３位

第３６回 2月28日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子優勝 金田恵二 牧　佑弥 玉川大学
男 第２位 鳥原浩二 掛布洋平 湘南ヴァランチ

第３位 島　崇　　 折田裕也 NISSAN
優勝 渡辺慎也 野呂瀬　涼 上智大学

子 第２位 松浦大樹 西　海斗 平塚農業高校
第３位 鈴木　新 三田雅人 KMC
優勝 大矢久枝 城地マサ枝 アクア
第２位 湯佐直美 高瀬裕美 ラベンダーズ

女 第３位 諸星ひろ美 須山冨久美 オーデトワレ
優勝 道野恵美子 鈴木しげみ 湘南バーディー

第２位 瀬戸由美 大森千津子 相和バドミントン

第３位 加藤莉奈 天野令奈 フリー
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