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平成30年11月20日
兵庫県社会人クラブバドミントン連盟
会 長
神 谷 晴 美

平成３０年度 第４１回近畿社会人クラブバドミントン選手権大会選手推薦の件
拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、標記大会が滋賀県、大津市皇子が丘公園体育館にて下記のとおり開催されます。
兵庫県社会人クラブバドミントン連盟では、第３２回年代別選手権大会の成績により、貴クラブの選手を兵庫県代表
選手として推薦致します。また二次推薦につきましては他の試合も考慮して推薦いたします。参加されますようご案内
申し上げます。 参加される選手の方は別紙申込書に必要事項記入の上、申し込みをしてください。
※今大会より、単・混合複が１日目になっていますので間違いのないようにご注意ください。
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平成３１年２月２３日（土）・２月２４日（日）
開始式 ２月２３日（土）
９時３０分～ １０時 競技開始
滋賀県 大津市皇子が丘公園体育館
〒520-0025 滋賀県大津市皇子が丘1丁目１－１ ＴＥＬ： 077-525-0510
一人一種目 ３,０００円（同封の振込用紙にて振込むこと）
２月２３日（土） 10時00分
２月２４日（日） ９時００分
一般男子単・一般女子単
一般男子複・一般女子複
30歳男子単・30歳女子単
30歳男子複・30歳女子複
35歳男子単・35歳女子単
35歳男子複・35歳女子複
40歳男子単・40歳女子単
40歳男子複・40歳女子複
45歳男子単・50歳男子単
45歳男子複・45歳女子複
55歳男子単・60歳男子単
50歳男子複・50歳女子複
65歳男子単・70歳男子単
55歳男子複・60歳男子複
一般混合複・合算60歳以上混合複
65歳男子複・70歳男子複
合算70歳以上混合複・合算80歳以上混合複
合算90歳以上混合複・合算100歳以上混合複
合算110歳以上混合複・合算120歳以上混合複
平成３０年 １２月１０日（月）厳守のこと （下記その他の項参照）
〒６５１－１２１２ 神戸市北区筑紫が丘６丁目３－２１
神 谷 晴 美 宛
TEL＆FAX ０７８－５８２－１２２４
（携帯 ０９０－１４４７－２０５０）
（1） 推薦を辞退され不参加の選手は、折り返しその旨申込先宛まで連絡して下さい。
不参加の場合は次の選手を推薦しますので、必ず連絡の事。
（2） 単と混合複は兼ねられませんので、両種目推薦されている選手は選択をして
辞退する種目を申込先まで連絡の事。又、複数種目推薦の選手も辞退する種目
を連絡の事。（１１月３０日締切）
（3） 参加選手は審判資格を有する事。
（4） 試合時の服装は（公財）日本バドミントン協会審査合格品のものとする。
背面にクラブ名と県名を示すゼッケンを必ず着ける事。
（5） 競技中の事故については応急処置はしますが、主催者はその責任を負いません。
*詳細は大会要項参照のこと。

第４１回 近畿社会人クラブバドミントン選手権大会 選手推薦書
Ⅰ） 近畿連盟推薦選手（４０回大会優勝者）
一般男子単

： 栗田 輝亮（Treasures）

一般女子単

30歳男子単

一般女子複

： 野村 このみ（TEAM BOSS）・末兼 彩咲（零~ZERO~）

50歳女子複

： 吉平 圭子（ﾌﾚｯｼｭ三田）・小山 恵美（ﾌﾞﾙｰｼｬﾝｽ）

45歳男子単

： 山崎 元裕（零~ZERO~）
： 長井 純一郎（ｼｬﾄﾙ）
： 高井 雅也（三木ｼｬﾄﾙ）

一般混合複

： 宮丸 拓海（TEAM BOSS）・野村 このみ（TEAM BOSS）

65歳男子複

： 中村 昇（むささび会）・山住 栄（JFE）

合算90歳混合複

： 西垣 秀雄（SUCCESS）・池 直美（ﾊﾞﾄﾞﾗｰ）

70歳男子単

： 山路 栄三郎（芦屋ｸﾗﾌﾞ）

合算100歳混合複 ： 江口 武志（NANASEA'Z）・外村 和美（北神ｸﾗﾌﾞ）

70歳男子複

： 井口 信夫（竜神ｸﾗﾌﾞ）・服部 清彦（PANDORA）

合算110歳混合複 ： 八十 友昭（西播ｸﾗﾌﾞ）・芹野 啓子（西播ｸﾗﾌﾞ）

40歳男子単

： 森田 彩希子（しぇいくはんずKOBE）

合算120歳混合複 ： 濱村 政義（ﾌﾚｯｼｭ三田）・吉平 圭子（ﾌﾚｯｼｭ三田）
Ⅱ） 県内推薦選手
1）

一般男子単

： 栗田 純貴（Treasures）、山崎 元裕（零~ZERO~）、原田 駿平（Volano）、藤岡 広志（TAJIMA）

2）

一般男子複

清水 元佳（Futures）、庄 旭明（ﾔﾏﾋｻ倶楽部）
： 栗田 輝亮・中野 忠昭（Treasures）、瀬戸口 隆平・駒井 将司（高砂BS）、栗田 純貴・豊 将大（Treasures）

3）

30歳男子単

4）

30歳男子複

5）

35歳男子単

6）

35歳男子複

7）

40歳男子単

8）

40歳男子複

9）

45歳男子単

10） 45歳男子複
11） 50歳男子単
12） 50歳男子複
13） 55歳男子単
14） 55歳男子複
15） 60歳男子単
16） 60歳男子複
17） 65歳男子単
18） 65歳男子複
19） 70歳男子単
20） 70歳男子複
21） 一般女子単
22） 一般女子複
23） 30歳女子単
24） 30歳女子複

小牟田 宏樹・坂本 翼（Treasures）、影長 嵩弘・山本 昇平（おっことぬし）、島川 翔太・松永 耀（Clear Chance）
： 奥田 亨（武庫BC）、潮田 尚彦（Clear Chance）、山川 広輝（Treasures）、中浜 明敏（零~ZERO~）
： 奥山 茂樹（猪名川ｸﾗﾌﾞ）・本田 貴之（Rock on）、中浜 明敏・藤原 良太（零~ZERO~）
垣内 大輔（高砂BS）・松尾 光弘（零~ZERO~）、川西 良作・木村 洋輔（零~ZERO~）
： 林 大輔（Milkyway）、正井 友博（我流）、山崎 元裕（零~ZERO~）、川西 良作（零~ZERO~）
： 垣内 大輔（高砂BS）・松尾 光弘（零~ZERO~）、三好 健吾・松居 利和（PLAD）、小森 大輔（ｼｬﾄﾙ）・山崎 元裕（零~ZERO~）
馬場 一平・三浦 匠（BUBBLES）
： 桝屋 大輝（しぇいくはんずKOBE）、大西 雅己（ｱｲﾋﾞｰ）、森實 克広（三木ｼｬﾄﾙ）、礒元 慎一（三木ｼｬﾄﾙ）
： 橋本 友博（猪名川ｸﾗﾌﾞ）・原田 真和（SUCCESS）、森實 克広・進藤 恭輔（三木ｼｬﾄﾙ）
礒元 慎一（三木ｼｬﾄﾙ）・大原 健太郎（CHERRY）、川野 武久・岡林 正芳（Super Bird）
： 北野 英基（PLAD）、長井 純一郎（ｼｬﾄﾙ）、谷 英明（SKY FALL）、西川 尚樹（我流）
： 高井 雅也（三木ｼｬﾄﾙ）・横田 雅士（三木ｼｬﾄﾙ）、西垣 秀雄（SUCCESS）・阿久津 俊彦（Futures）
長井 純一郎（ｼｬﾄﾙ）・楠元 真樹（Plasma）、松井 大輔（TEAM KENKEN）・細尾 昌宏（高砂BS）
： 遠藤 裕司（ｳｯﾃﾞｨｼｬﾄﾙｽﾞ）、井口 昌好（TAJIMA）、武中 孝寛（TAJIMA）、梶本 昭一（我流）
： 森園 幸太郎（Super Bird）・猪原 修（竜神ｸﾗﾌﾞ）、川北 敏也（Super Bird）・遠藤 裕司（ｳｯﾃﾞｨｼｬﾄﾙｽﾞ）
早崎 年彦（豊岡ｸﾗﾌﾞ）・武中 孝寛（TAJIMA）、牛尾 重信・柴田 真志（Volano）
： 加藤 隆弘（高砂BS）、山田 耕三（芦屋ｸﾗﾌﾞ）、天川 利彦（Milkyway）、家寿多 直樹（Super Bird）
： 百田 和正（ﾌﾚｯｼｭ三田）・羽鳥 正美（ﾌﾞﾙｰｼｬﾝｽ）、多田 等・近成 克広（PANDORA）
石上 昌男（ﾄﾞﾚﾐ）・岸本 綾夫（WINGS）、山本 紀弘・岩崎 浩二（CRAZY MONKEY）
： 福水 一郎（白鳥美羽）、野花 芳弘（ﾌﾚｯｼｭ三田）、中川 直紀（伊丹BC）、松浦 邦夫（BUZZ）
： 福水 一郎（白鳥美羽）・小西 秀政（ｳｯﾃﾞｨｼｬﾄﾙｽﾞ）、美浪 一成・房田 憲兒（難波ｸﾗﾌﾞ）
坂本 昌信・ 林 豊彦（我流）、高橋 和久・吉田 佳伸（はにｰぃず）
： 中村 昇（むささび会）、常深 隆文（三木赤とんぼ）、伊島 紀章（Cats）、久下 博史（ｳｴｽﾄｼﾙﾊﾞｰ）
： 塩飽 初（piyopiyo）・伊島 紀章（Cats）、寺岡 隆行（成徳ｽﾏｲﾙ）・竹村 和夫（Super Bird）
澄川 良雄（伊丹BC）・土屋 友紀雄（あすなろｸﾗﾌﾞ）
： 浅野 信行（ｳｴｽﾄｼﾙﾊﾞｰ）、小原 武（三木赤とんぼ）、服部 清彦（PANDORA）、中本 亨（ｳｴｽﾄｼﾙﾊﾞｰ）
： 小原 武（三木赤とんぼ）・山路 栄三郎（芦屋ｸﾗﾌﾞ）、渡海 忍（BUZZ）・浅野 信行（ｳｴｽﾄｼﾙﾊﾞｰ）
井上 宗明（BUZZ）・小林 幹男（CRAZY MONKEY）、中本 亨・本田 丈夫（ｳｴｽﾄｼﾙﾊﾞｰ）
： 城市 早紀（Junkie）、志賀 綾乃（Super Bird）、木村 文香（ｼｭﾊﾟｰｽ）、玉倉 未来（PANDORA）
： 小松 瑞穂（TEAM BOSS）・末兼 彩咲（零~ZERO~）、村上 綾香・田中 千尋（Super Bird）、長渡 祐季・中村 明（Volano）
長野 未来・串部 真優（成徳ｽﾏｲﾙ）、久崎 美鶴香（Volano）・志賀 綾乃（Super Bird）、西山 葵（REN）・松本 沙織（成徳ｽﾏｲﾙ）
： 入江 美寿穂（KAIMEI）、辻 累衣沙（piyopiyo）
： 松居 絵美・三好 綾子（ｼｬﾄﾙ）、大友 ひとみ・中村 千晴（NANASEA'Z）

26） 35歳女子複

芝 かおり・東風上 知佐子（ｼｬﾄﾙ）、永井 明子（猪名川ｸﾗﾌﾞ）・水口 周子（Super Bird）
： 岸本 瞳（三木ｼｬﾄﾙ）、竹内 美貴（三木ｼｬﾄﾙ）、森川 久美子（ｱｲﾋﾞｰ）
： 大西 陽子（ｼｬﾄﾙ）・礒元 琴美（ﾊﾞﾄﾞﾗｰ）、水船 奈緒（ｱｲﾋﾞｰ）・岸本 瞳（三木ｼｬﾄﾙ）

27） 40歳女子単

奥山 加奈（Super Bird）・金田 佳奈恵（あじさい）、細見 美香（ACTIVEPlus）・今井 幸子（ﾄﾞﾚﾐ）
： 礒元 琴美（ﾊﾞﾄﾞﾗｰ）、水船 奈緒（ｱｲﾋﾞｰ）、竹内 美貴（三木ｼｬﾄﾙ）

28） 40歳女子複

： 松井 紀子（TEAM KENKEN）・加波 美智代（REN）、水船 奈緒（ｱｲﾋﾞｰ）・横田 貴子（ﾊﾞﾄﾞﾗｰ）

29） 45歳女子複

細見 美香（ACTIVEPlus）・今井 幸子（ﾄﾞﾚﾐ）
： 高橋 朋子・池 直美（ﾊﾞﾄﾞﾗｰ）、中島 純子・佐藤 琳（ﾊﾞﾄﾞﾗｰ）、長尾 美智子・西川 真由美（TEAM KENKEN）

30） 50歳女子複

大内 かこ・潤井 真左子（いなみの）
： 井上 康子・田辺 真弓（PANDORA）、原田 久美子・大西 直子（Volano）

31） 一般混合複

湯村 明美・南里 博美（あじさい）、成松 喜代子・柴田 悦子（Cats）
： 栗田 純貴（Treasures）・小松 瑞穂（TEAM BOSS）、赤松 楓己・城市 早紀（Junkie）、中野 忠昭（Treasures）・栗田 也実（ELMER）

32） 合算60歳混合複

島川 翔太（Clear Chance）・志賀 綾乃（Super Bird）
： 福島 哲也（PLAD）・三好 綾子（ｼｬﾄﾙ）、山内 良斗（Super Bird）・山下 千賀子（KAIMEI）

33） 合算70歳混合複

野島 和幸（銀-しろがね-）・長野 未来（成徳ｽﾏｲﾙ）、松下 宏一・佐伯 彩理（豊岡ｸﾗﾌﾞ）
： 松居 利和（PLAD）・松居 絵美（ｼｬﾄﾙ）、垣内 大輔（高砂BS）・丸山 ゆりこ（高砂BS）

34） 合算80歳混合複

松尾 光弘（零~ZERO~）・礒元 琴美（ﾊﾞﾄﾞﾗｰ）、川西 良作・木村 好美（零~ZERO~）
： 三好 健吾（PLAD）・松居 絵美（ｼｬﾄﾙ）、松尾 光弘（零~ZERO~）・中島 純子（ﾊﾞﾄﾞﾗｰ）

35） 合算90歳混合複

中島 勝（あすなろｸﾗﾌﾞ）・大西 陽子（ｼｬﾄﾙ）、横田 雅士（三木ｼｬﾄﾙ）・横田 貴子（ﾊﾞﾄﾞﾗｰ）
： 山崎 元裕（零~ZERO~）・小山 恵美（ﾌﾞﾙｰｼｬﾝｽ）、川北 敏也・川北 千枝子（Super Bird）

25） 35歳女子単

立石 琢史（ｼｬﾄﾙ）・戸田 佳江（西播ｸﾗﾌﾞ）、森實 克広（三木ｼｬﾄﾙ） ・吉原 恭子（三木ｼｬﾄﾙ）
36） 合算100歳混合複 ： 横田 雅士（三木ｼｬﾄﾙ）・宮森 ひとみ（Plaisir）、高垣 達洋（三木ｼｬﾄﾙ）・湯村 明美（あじさい）
森園 幸太郎・森園 ひろみ（Super Bird）、八十 友昭（西播ｸﾗﾌﾞ）・芹野 啓子（西播ｸﾗﾌﾞ）
37） 合算110歳混合複 ： 秋月 道隆（AQUA）・秋月 能子（AQUA）、羽鳥 正美（ﾌﾞﾙｰｼｬﾝｽ）・小山 恵美（ﾌﾞﾙｰｼｬﾝｽ）
島田 昌幸（piyopiyo）・山本 英子（piyopiyo）、馬場 剛（はにｰぃず）・藤野 直美（ﾌﾚｯｼｭ三田）
38） 合算120歳混合複 ： 百田 和正・吉平 圭子（ﾌﾚｯｼｭ三田）、福水 一郎・福水 美保（白鳥美羽）
藤林 正雄（HANDS）・山住 恭恵子（BEAD）、野花 芳弘（ﾌﾚｯｼｭ三田）・岡本 慶子（ﾄﾞﾚﾐ）

