
1 1 1 1
田畑 辰典 石井 育美 籾木 寛利 小山田 寛子 伊豆 正償 加藤 亜理沙 益丸 和憲 那須 莉紗
横山 泰己 神園 麻由 深見 一智 黒木 美佳 甲斐 睦章 大西 厚子 湯浅 寛志 仲間 有唯

原田 美紀 今西 哲也 梶原 妙子 鬼塚 憲昭 野中 聡子 竹原 祥貴

2 2 2 2
太田 聖也 戸高 瑞佳 深沢 祐介 宮元 真奈美 宮武 宗利 日高 靖子 児玉 　宏 荒武 淳子
井戸川 　暉 長崎 梓紗 長倉 利貴 戸高 真由 宮武 和志 宮武 美奈子 荻野 晶敏 川邊 祐三子
末吉 晃基 長谷 奈々 山下 かおり

3 3 3 3
井手 　大 那須 絹代 道本 省三 山田 きよみ 日高 正喜 三島 涼子 上田 亮輔 荒木 　彩
森園 周冬 白石 陽香 小八重 　剛 谷 　綾佳 杉田 悦規 渡邉 愛香 久松 大夢 奥村 　愛
有馬 由顕 神田 菜那 棈松 真也 日高 美優 水間 　卓 神家 桃子
安達 俊輔

4 4 4 4
永友 健三朗 矢野 　愛 砂糖元 雅文 矢野 　恵 大島 保範 本間 絵美子
山田 正俊 増田 恵里 横山 滉季 日髙 千香子 阪元 雄太 牛之濱 里奈
白坂 武伸 末次 史明 岩浦 智行

5 5 5
長友 謙治 島津 慶子 小玉 淳也 山元 ゆかり
星倉 淳一 小川 沙織 桐山 雄介 井上 朝美
中原 裕一

6 6
齋藤 晃二 池部 充美 片木山 和裕 梶原 侑季
蛯原 雅貴 田中 裕子 松元 寛樹 黒木 宥衣

多田 義徳 橋本 千佳

7 7
津守 伸明 永野 由紀 野口 修司 田中 詩乃
押川 博興 中武 恭子 吉国 共輝 永友 友恵

北島 しのぶ 家永 一磨 河野 未奈子

8 8
道下 友也 道下 和子 黒木 裕二 谷口 奈緒美
石川 裕二 山村 早織 須藤 元彰 丸山 順子
栗原 浩太郎

13 9 9
池上 喬久 椎葉 奈央美 弓削 克也 菓子野 聖月 瀬戸長 孝美 高木 寿恵
高木 和孝 仁田脇 泉美 大村 和希 山田 愛梨 外枦保 浩美 上田 麻友美

荒木 祐介 大平 朱理

14 10 10
川越 将平 田上 絵美 大谷 誠二 鈴木 亜希 川田 滉貴 福元 絵理
犀川 雄二 中武 千尋 甲斐 真隆 益田 亜季 日高 和樹 黒木 万里愛
鎌田 智之 江田 洋佑 田原 美香 濱砂 裕紀

15 11 11
長友 健志郎 公文 美里 阿久根 茂樹 木島 綾美
黒木 翔吾 岸本 美優 高木 健人 岩切 美波
黒木 　聡

16 12
高山 浩一 白土 奈央 桐山 幸也 橋元 　恵
渡邉 大介 増竹 　愛 谷口 千紘 工藤 菜津美
小野 正人 松山 稔恵

佐土原スポーツクラブ

ナガサワくん

2階剣道場

アリーナ

つばさ Ｂｌｕｅ ｊｏｙSSG

CREA 日本ユニシノ

scott ローズ

平成３１年２月１１日(月・祝)９：００～試合開始　［宮崎市総合体育館］

TRUST

2階剣道場

本郷クラブ ゆきおくん

アリーナ アリーナ

宮崎市バドミントン協会　第11回冬季団体戦大会

Aクラス　3チーム Bクラス  16チーム Dクラス  4チーム

アティール チーム大福

チームBW

Cクラス  10チーム

SSC Bチーム つばさ 純烈

Rバドミントン

UNAID MIYAZAKI BC

アリス イン ワンダーランド

宮崎バドミントン

CREA 全力坂かたぎーず

チームBW あべ

チームBW けん M&A ＯＫ ツバサ

SCRATCH

つばさ２号

チームニタ倶楽 モンキー

チームニタ倶楽 ゴリラゴリラゴリラ

scott ミント つばさ４号

つばさ１号

Ray Frecce C

Ray Frecce B

県庁バドミントンクラブ&バドパーニョ

Bクラス  16チーム

つばさ３号本郷BWスコット


