
本年度のすばらしい成績の皆様へお喜び申し上げますとともに、ご協力にたいしまして深く感謝申し上げます。今後とも、より一層のご活躍を祈念申し上げます。

大会名 性別 種目 優勝 二位 三位 三位又は四位 大会名 性別 種目 優勝 二位 三位 三位又は四位

和田　季 梶原直哉 升巴勇希 鈴木一斗 栗山寿一 岸公太郎
男子 単

（鶴見丘） （鶴見丘） （大分西高校教員） （スパドリームス）
単

(三隈中) (碩田学園)

清原涼介 和田　季 升巴勇希 鈴木一斗 原隆哉 安部暢人

（石垣原クラブ） （鶴見丘） （大分西高校教員） （スパドリームス） （判田中） （坂ノ市中）

小野翔太 浅井雅沙矢 甲斐　光 宮﨑　剛 八尋隆史 後藤遙斗
男子 複

（BC佐伯） （鶴見丘） （月曜クラブ） （新日鐵住金）

男子

複

（判田中） （坂ノ市中）

近藤　優 金田七海 幸　凪紗 伊藤望愛 松本柚希 坂本侑茄
女子 単

（大分大学） （大分西） 月曜クラブ （大分西高校）
単

(第一中) (東部中)

崎尾　あゆみ 加藤祥子 島田麻子 幸　凪紗 片伯部　美咲 井上　葉月
（高江クラブ） （BJつ） （春日クラブ） （鶴見丘） （稙田中） （戸山中）

伊藤 望愛 鶴岡美空 才津優希 金田七海 三浦　紬希 新座　史女
女子 複

（大分西） （BJ） （春日クラブ） （鶴見丘）

中学県体

女子

複

（稙田中） （戸山中）

鶴岡美空 中山映奈 菊池美穂 相澤　瞳 藤本　裕也 三浦　凛太郎 井上　尚大 高橋　諒
（BJ） （友輪クラブ） （ムーンシャトル） （チームシティ）

単
（鶴見丘） （鶴見丘） （鶴見丘） （鶴見丘）

甲斐　光 豊田優大 原田翔太 吉田忠夫 甲斐　千優 高橋　諒 井上　尚大 岩本　拓巳

前年度　　　
　本大会

混　合

（月曜クラブ） （フレンドリー） （東大分クラブ） （チームシティ） （鶴見丘） （鶴見丘） （鶴見丘） （大分西）

中島拓哉 和田　季 佐藤宏亮 鈴木一斗 三浦　凛太郎 天野　雄登 安達　光希 相本　海里
男子 成単

(龍谷大学) (日本体育大学) (スパドリームス) (スパドリームス)

男子

複

（鶴見丘） （鶴見丘） （鶴見丘） （大分西）

井上美沙 中村瑠菜 鶴岡美空 倉嶋詩織 草野　真央 飯田　朱音 合屋　ひなゑ 長谷部　珠良
女子 成単

(ＴＯＴＯＳ北九州) (別府大学) (ＢＪ) (日田キャノンマテリアル)
単

（昭和学園） （昭和学園） （昭和学園） （鶴見丘）

柿本由乃 才津優希 井上美沙 庄司真由 飯田　朱音 合屋　ひなゑ 井瀬　茉裕 吉良　希実

(東京女子体育大学) (春日クラブ) (ＴＯＴＯ北九州) (日本大学) （昭和学園） （昭和学園） （大分西） （鶴見丘）

福田海璃 鶴岡美空 中村琉菜 清家菜央 草野　真央 日隈　茜 横山　里咲 古澤　葉月
女子 成複

(日本体育大学) (ＢＪ) (別府大学) (立命館大学)

高校新人

女子

複

（昭和学園） （昭和学園） （大分西） （鶴見丘）

菅 大伍 田邊龍世 岸 公太郎 岩本拓巳 鶴岡　美空 坂元　美帆 藤田　千世 小高幸奈
男子 少単

(別府鶴見丘高等学校) (別府鶴見丘高等学校) (中島ジュニア) (大分西高等学校) （ＢＪ） （青崎クラブ） （チームシティ） （スマッシュ）

甲斐千優 堀 澪斗 後藤太鷹 菅 大伍 詫間　猛 松村　泰輝 宮崎　隆司 瀬々智朗

（鶴見丘） （鶴見丘） （鶴見丘） （鶴見丘）

前年度　　　混
合大会

混合 Ｓ部

（臼杵クラブ） （ホワイトシャトル） （新日鐵住金大分） （スマッシュ）

三浦凛太郎 高橋 諒 井上尚大 田邊龍世 菅　大伍 田邊　龍世 三浦　凛太郎 高橋　諒
男子 少複

（鶴見丘） （鶴見丘） （鶴見丘） （鶴見丘）
単

（鶴見丘） （鶴見丘） （鶴見丘） （鶴見丘）

伊藤汐里 草野真央 井瀬茉裕 飯田朱音 甲斐　千優 岩本　拓巳 後藤　太鷹 堀　澪斗
女子 少単

(昭和学園高等学校) (昭和学園高等学校) (大分西高等学校) (昭和学園高等学校) （鶴見丘） （大分西） （鶴見丘） （鶴見丘）

幸 凪紗 伊藤汐里 草野真央 諌元菜緒 三浦　凛太郎 相本　海里 井上　尚大 高橋　諒

（鶴見丘） (昭和学園高校) (昭和学園高校) (大分西高校)

男子

複

（鶴見丘） （大分西） （鶴見丘） （鶴見丘）

金田七海 飯田朱音 合屋ひなゑ 井瀬茉裕 草野　真央 合屋　ひなゑ 諌元　菜緒 伊藤　汐里

国体予選

女子 少複

（鶴見丘） (昭和学園高校) (昭和学園高校) (大分西高校)
単

（昭和学園） （昭和学園） （大分西） （昭和学園）

井餘田　渉 松田卓也 近藤 諭 金田　七海 伊藤　汐里 草野　真央 乙津　桃夏
単

（ホワイトシャトル） （日田市役所） (ＢＪ) （鶴見丘） （昭和学園） （昭和学園） （鶴見丘）

甲斐　光 佐藤宏亮 中嶋　一裕 清家　和 幸凪紗 飯田　朱音 合屋　ひなゑ 福﨑　咲記子

（月曜クラブ） （スパドリームス） （チームシティ） （クリアー）

高校県体

女子

複

（鶴見丘） （昭和学園） （昭和学園） （鶴見丘）

清原涼介 宮崎　剛 持山誉文 豊田優大 元村康貴 櫻山和大 福重稜磨 坂井拓文

男子
一般

複

（石垣原クラブ） （新日鐵住金大分） （チームシティ） （フレンドリー）
単

（大分大学） （大分大学） （ＡＰＵ） （大分大学）

櫻山和大 松木宏多朗 藤木洋佑 坂井拓文
単

（大分大学） （大分大学） （大分大学医学部） （大分大学）

鶴岡美空 橋本佳奈 小田薫子 末光麻理乃 元村康貴 重永壮太郎 佐藤誠也 宮重拓歩

（ＢＪ） （新日鐵住金大分） （日吉原BC) （東大分クラブ）

男子

複

（大分大学） （大分大学） （大分大学医学部） （大分大学）

﨑尾あゆみ 末綱友羽 谷口美沙都 江藤愛弥 中村瑠菜 前田千葉音 匹田有紀 上野里沙

女子
一般

複

（新日鐵住金大分） （新日鐵住金大分） （日吉原BC) （東大分クラブ）
単

（別府大学） （大分大学） （大分大学医学部） （大分大学）

村井 博之 山田結衣 長山愛里 有富真由子 田中茉実
男子３０歳以上単1位

（ホワイトシャトル） （大分大学） （別府大学） （大分大学医学部） （APU）

松本　芳郎 末広　勇 上野里紗 高村天音 匹田有紀 奥原唯
男子５０歳以上単1位

（日田支援学校）
男子６０歳以上単1位

（ウイングクラブ）

学連　　　　
　春季大会

女子

複

（大分大学） （別府大学） （大分大学医学部） （APU）

内藤誠 竹井洋志 元村康貴 櫻山和大 坂井拓文 福重稜磨

（チームシティ） （県庁クラブ）
単

（大分大学） （大分大学） （大分大学） （APU）

吉田忠夫 平川公照 松木宏多郎 櫻山和大 福重稜磨 谷延正啓
男子30歳以上複

（チームシティ）

男子45歳以上

（県庁クラブ） （大分大学） （大分大学） （APU） （大分大学医学部）

江藤増徳 末広　勇 元村康貴 重永壮太郞 中川毅 中原勝吾

（新日鐵住金大分） （ウイングクラブ）

男子

複

（大分大学） （大分大学） （APU） （大分大学医学部）

杉原浩一 長久武昭 前田千葉音 上野里沙 山田結衣 匹田有紀

男子年代別

男子55歳以上複

（ホワイトシャトル）

男子60歳以上複

（ウイングクラブ）
単

（大分大学） （大分大学） （大分大学） （大分大学医学部）

村里弘子 園木珠美 中村瑠菜 前田千葉音 田中茉実 長山愛里
（春日クラブ） （宗方クラブ） （別府大学） （大分大学） （APU） （別府大学）

持山沙矢香 野口芳恵 高村天音 山田結衣 奥原唯 健木晴香
女子35歳以上複

（パッションﾚﾃﾞｨｰｽ）

女子45歳以上複

（大分フレンズ）

学連　　　　
　秋季大会

女子

複

（別府大学） （大分大学） （APU） （別府大学）

種崎恵子 甲斐千優 天野雄登 松木宏多朗 安達光希

（さざんかクラブ）
単

(別府鶴見丘高校) (別府鶴見丘高校) (大分大学) (別府鶴見丘高校)

中山多加子 重永壮太朗 藤本裕也 久保田明輝 坂井拓文

女子年代別

女子50歳以上複

（友輪クラブ） (大分大学) (別府鶴見丘高校) (別府鶴見丘高校) (大分大学)

村里弘子 橋本佳奈 園木珠美 小高幸奈 元村康貴 田中隼人 住野稜太 松木宏多朗

（春日クラブ） （新日鐵住金大分） （宗方クラブ） （スマッシュ）

新人
男子

複

(大分大学) (大分西高校) (別府鶴見丘高校) (大分大学)

村里大輔 橋本佳樹 福井　太 奥村　親 吉良希実 伊関思羽 三浦 礼 佐野幸花

社会人　　　
　個人戦

混合 2部

（春日クラブ） （稙田クラブ） （龍南運送(株)） （スマッシュ）
単

(別府鶴見丘高校) (別府鶴見丘高校) (別府鶴見丘高校) (日出ジュニア)

栗山寿一 佐藤蒼馬 長谷部珠良 島田麻子 江川未悠 佐藤百恵
単

（三隈中学） （日出中） (別府鶴見丘高校) (春日クラブ) (大分西高校) (別府鶴見丘高校)

安部暢人 後藤遥斗 伊関思羽 中村瑠菜 亀井菜々 三浦　礼

（坂ノ市JBC） （坂ノ市JBC）

新人
女子

複

(別府鶴見丘高校) (別府大学) (大分西高校) (別府鶴見丘高校)

豊田裕貴 谷　和隼 松岡恭兵 小俣 功 田原芳乃 数野雄也

男子

複

（BJ中部中） （BJ青山中）
単

(宇佐クラブ) (由布市役所) (ヴィーナス・スター) (フレームショット)

女子 坂本侑茄 松本柚希 清原涼介 小埜　聡 今山龍矢 清家　和
単

（東部中） （臼杵TBC) (石垣原クラブ) (日田クラブ) (青崎ＢＣ) (クリアー)

坂本侑茄 大神　歩 豊田優大 伊藤亮平 市橋陽平 深澤浩弥

（東部中） （由布川ジュニア）

一般
男子

複

(フレンドリー) (日田クラブ) (ＢＣ佐伯) (クリアー)

吉田瞳子 松本柚希

ジュニア　　　
　オリンピック

複

（東部中） （臼杵TBC)
単

河村　一代 村里 弘子 末綱 友羽 松江令佳 若林文恵 原田美樹

（チームシティ） （春日クラブ） （新日鐵住金大分） (ＢＪ) (龍南運送) (ＢＪ)

藤田　千世 持山 沙矢香 橋本 佳奈
複

田口裕弓 太田愛里 岩下留美
県ﾚﾃﾞｨｰｽ　　

　　（個人戦）
女子 複

（チームシティ） （パッションレディース） （新日鐵住金大分）

一般
女子

(スパドリームス) (佐伯クラブ) (ＢＪ)

加藤 祥子 才津　優希 森川　聖良 中山　映奈 井上大輔 豊田優大 清原涼介 磧本直宏

（別府クラブ） （春日クラブ） （わさだスマイル） （友輪クラブ） (ＢＪ) (フレンドリー) (石垣原クラブ) (日吉原バドミントン)

鶴岡　美空 山本　恵里花 高木　明日美 鈴木　知夏 才津優希 鈴木知夏 﨑尾あゆみ 小田薫子

県ﾚﾃﾞｨｰｽ
（九州レディー
ス県予選）

女子 複

（ＢＪ） （春日クラブ） （わさだスマイル） （飛鳥倶楽部）

協会長盃

混合 1部

(春日クラブ) (飛鳥倶楽部) (新日鐵住金大分) (日吉原バドミントン)

木崎真愛

(大分西高校)

尾藤夕里菜
協会推薦 複

(大分西高校)

※各種大会報告を元に作成しておりますが、誤写等失礼がありましたらお詫び申し上げます。

　　なおご連絡をお願いします。。(事業部末光090-5080-4018）


