
優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部
羽ノ浦体協
神野 博吉・戎野 統

阿南クラブ
西村 博幸・小浜 龍一

ジュネス徳島
品川 宜丈・山田 武史

男子二部
津田クラブ
堀本 和宏・井貝 辰男

日和佐スポーツ少年団
島 武尊・武田 直也

遊楽豚クラブ
温井 基博・川田 武史

女子一部
平谷中学校
横田 陽子・湯原 美恵

相生中学校
井村 美奈・大谷 恵

那賀川クラブ
西村 真由美・森 真澄

女子二部
津田クラブ
福池 杏美・堀本 和美

由岐体協
水口 多香音・浜田 由美

羽ノ浦体協
竹治 佳美・福井 幸子

優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部 八万クラブ 坂本 裕史 羽ノ浦体協 岸 猛 羽ノ浦体協 神野 博吉

男子二部
日和佐スポーツ少年団
川島 誠悟

日和佐スポーツ少年団
武田 直也

日和佐スポーツ少年団
島 武尊

女子一部 平谷中学校 横田 陽子 平谷中学校 湯原 美恵 相生中学校 井村 美奈

女子二部 津田クラブ 福池 杏美
日和佐スポーツ少年団
大城 結佳

羽浦中学校 市川 寛子

優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部

男子二部

女子一部
赤松スポーツ少年団
丸山 かおり・兼市 加奈

女子二部

優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部

男子二部

女子一部

女子二部

優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部
阿南青少年ホーム
小川 浩之・品川 宜丈

羽浦中学校・相生中学校
生田 泰之・伊藤 浩二

羽ノ浦体協
神野 博吉・戎野 統

男子二部
阿南市役所・福井体協
原田 善人・坂田 望

遊楽豚
川田 武史・中川 純

那賀川クラブ
西岡 章・久保 雅史

女子一部
相生中学校
舛田 和美・井上 憂香

赤松スポーツ少年団
兼市 加奈・夏野 新子

相生中学校
小川 静香・福田 奈緒

女子二部
平野スポーツ少年団
遠藤 友美・谷崎 香織

平野スポーツ少年団
竹治 佳美・杉本 久子

赤松スポーツ少年団
岡本 美佳・青木 綾香

優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部 阿南青少年ホーム 小川 浩之 羽浦中学校 生田 泰之 阿南高専 菖蒲 智之

男子二部 福井体協 宮本 俊徳 羽浦中学校 神野 裕也

女子一部 赤松スポーツ少年団 兼市 加奈 羽ノ浦体協 鎌田 あゆみ 相生中学校 井上 憂香

平成１２年度 那賀郡羽ノ浦町バドミントン大会 平成１２年１１月２３日（木）羽ノ浦町総合国民体育館
ダブルス

シングルス

平成１０年度 那賀郡羽ノ浦町バドミントン大会 平成１０年１１月２３日（ ）羽ノ浦町総合国民体育館
ダブルス

シングルス

平成１１年度 那賀郡羽ノ浦町バドミントン大会 平成１１年１１月２１日（日）羽ノ浦町総合国民体育館
ダブルス

シングルス



女子二部 平野スポーツ少年団 遠藤 友美
平野スポーツ少年団 谷崎 香
織

赤松スポーツ少年団 上佐 亜由
美

優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部
羽浦中学校・徳島県教育委員会
生田 泰之・植田 宏和

阿南クラブ
品川 宜丈・小磯 和弘

ＴＦＣ
谷 圭一郎・里 隆雄

男子二部
あひるクラブ
岡久 文保・横田 秀信

大塚製薬
近藤 貴資・森 文弘

福井体協
高松 喬太・原田 善人

女子一部
ＴＦＣ
谷 百合子・湯原 美恵

相生ＢＣ
小建 知子・下川 由加里

大塚製薬
吉野 智子・名合 麻矢

女子二部
相生ＢＣ
井上 史子・下川 美佳

あひるクラブ
中川 栄子・泰地 みゆき

八万ＪＪＣ
喜来 れい子・岩尾 妙子

優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部 ＴＦＣ 谷 圭一郎 羽浦中学校 生田 泰之 阿南クラブ 小磯 和弘

男子二部 阿南クラブ 品川 宜丈 あひるクラブ 横田 秀信 あひるクラブ 岡久 文保

女子 羽ノ浦中学校 三間 栄子 羽ノ浦中学校 北山 恵 福井体協 長楽 文子

優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部
日亜化学工業・那賀川クラブ
小磯 和弘・南 美代

羽浦中学校・阿南養護学校
生田 泰之・前林 宏典

羽ノ浦体協
神野 博吉・戎野 統

男子二部
羽浦中学校・ウルフパック
神野 裕也・宮脇 亨

ジュネス徳島
不老地 宏・立花 勇

相生ＢＣ
小建 知子・下川 由加里

女子
羽ノ浦中学校
戸川 碧・鎌田 優子

遊楽豚
前橋 那美・八百原 さゆり

羽ノ浦中学校
喜田 未奈子・船崎 靖子

優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部 ウルフパック 宮脇 亨 羽浦中学校 生田 泰之 羽ノ浦体協 佐幸 直也

男子二部 那賀川クラブ 南 美代 福井体協 原田 善人 ジュネス徳島 不老地 宏

女子 羽ノ浦中学校 戸川 碧 羽浦中学校 鎌田 優子 相生小学校 阿川 里紗

優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部
日亜化学・那賀川クラブ
小磯 和弘・品川 宜丈

羽浦中学校・相生中学校
生田 泰之・吉野 伸俊

羽ノ浦体協
神野 博吉・戎野 統

男子二部
那賀川クラブ
高橋 健治・西岡 章

阿南工業
松原 弘和・谷口 裕介

ＲＳＣ
立花 勇・渡辺 和代

女子一部
日和佐体協
吉田 修美・夏野 新子

相生スポーツ少年団
樫栄 祥子・阿川 里紗

日和佐体協
太平 真己・喜和田 咲季

女子二部
羽浦中学校
町田 美来・濱崎 智佳

相生スポーツ少年団
井村 愛・坂本 智美

遊楽豚クラブ
杉本 久子・下村 弘美

優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部 羽ノ浦体協 佐幸 直也 バッカス 加藤 真人 羽浦中学校 神野 裕也

男子二部 那賀川クラブ 高橋 健治 阿南工業 松原 弘和 阿南工業 谷口 裕介

女子一部 日和佐体協 喜和田 咲季
相生スポーツ少年団 樫栄 祥
子

相生スポーツ少年団 宮沢 沙季

女子二部 相生スポーツ少年団 岸 葉月 羽浦中学校 町田 美来 相生スポーツ少年団 井村 愛

ダブルス

シングルス

平成１５年度 那賀郡羽ノ浦町バドミントン大会 平成１５年１１月２３日（日）羽ノ浦町総合国民体育館

平成１６年度 那賀郡羽ノ浦町バドミントン大会 平成１７年３月２０日（日）羽ノ浦町総合国民体育館
ダブルス

平成１４年度 那賀郡羽ノ浦町バドミントン大会 平成１４年１１月２３日（土）羽ノ浦町総合国民体育館
ダブルス

シングルス

平成１３年度 那賀郡羽ノ浦町バドミントン大会 平成１３年１１月２３日（金）羽ノ浦町総合国民体育館
ダブルス

シングルス



優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部
日亜化学
小磯 和弘・松下 幸介

パワーズ
宮本 孝亮・酒巻 圭史

羽ノ浦体協
埴淵 充普・戎野 統

男子二部
阿南クラブ
品川 宜丈・中岡 光代

福井体協
高松 喬太・樋口 昴志

富岡西高校
寺内 伸好・撫養 昴己

長生クラブ
平 哲也・中西 章普

女子一部
パワーズ
北島 佳奈・宮本 温子

上那賀中学校・桜谷ｽﾎﾟｰﾂ少年団
田上 裕子・高橋 香織

富岡西高校
小原 牧季・大沼 幸子

女子二部
福井体協
原田 望・杉本 奈緒子

羽浦中学校
埴渕 瑞希・斎藤 涼子

長生クラブ
渡川 亘子・西平 知加

坂野中学校
山田 紀子・北代 紗也

優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部 日亜化学 小磯 和弘 パワーズ 宮本 孝亮 パワーズ 酒巻 圭史 由岐体協 泉 佳孝

男子二部 富岡西高校 寺内 伸好 長生クラブ 米田 幸資 長生クラブ 平 哲也 大塚製薬鷲敷 武田 富博

女子一部 上那賀中学校 田上 裕子 富岡東高校 湯城 千晶 富岡西高校 大沼 幸子 富岡西高校 小原 牧季

女子二部 パワーズ 宮本 萌生 長生クラブ 西平 知加 すみれくらぶ 坂本 智美 羽浦中学校 斎藤 涼子

優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部

男子二部
福井体協
西岡 弘晃・原田 善人

女子一部

女子二部

優 勝 準優勝 第３位 第４位

男子一部

男子二部

女子一部

女子二部

優 勝 準優勝 第３位 第３位

男子一部
渭北体協
松下 幸介・南 真次

日和佐体協
久保見 卓・谷 圭一郎

teamＢ－ＵＰ
岡田 知大・亀岡 勇

羽ノ浦中学校・小松島中学校
生田 泰之・吉野 伸俊

男子二部
羽ノ浦体協
神野 博吉・松原 弘和

福井体協
原田 善人・杉本 奈緒子

バッカス
中野 剛彦・筒井 厚博

ウイングクラブ
廣瀬 博文・久積 宣仁

男子三部
日亜化学
森 裕文・磯口 元太

阿南工業高校
木馬 正裕・坂口 祐太

ＴＥＡＭ翼
村岡 伸彦・中尾 哲久

ウイングクラブ
藤井 和幸・由利 栄志

女子一部
ＮＴＴ四国
瀬川 智子・船田 亜希子

城東中学校
馬部 美咲・小原 樹

バッカス
岩佐 祥子・新居 晴美

城東中学校
馬部 美希・前里 愛子

女子二部
城東中学校
樫山 実穂・松尾 歩実

相生スポーツ少年団
下北 千鶴・佐武 真穂

相生スポーツ少年団
舛田 梨紗・庄野 青佳

ＴＥＡＭ翼
林 めぐみ・福良 零

優 勝 準優勝 第３位 第３位

男子一部 渭北体協 南 真次 teamＢ－ＵＰ 亀岡 勇 teamＢ－ＵＰ 岡田 知大 飛翔蓮 山田 喜久

男子二部 新町クラブ 伊勢 将治 バッカス 柴田 好輝 飛翔蓮 葉坂 祐太朗 日和佐中学校 久保見 翔太

男子三部 ウイングクラブ 廣瀬 博文 日亜化学 磯口 元太 阿南工業 坂口 祐太 阿南工業 木馬 正裕

シングルス

ダブルス

シングルス

シングルス

平成１８年度 阿南市羽ノ浦町バドミントン大会 平成１８年１１月２３日（木）羽ノ浦町総合国民体育館

平成１７年度 那賀郡羽ノ浦町バドミントン大会 平成１７年１１月２３日（水）羽ノ浦町総合国民体育館
ダブルス



女子二部 日和佐中学校 丸山 奈津実 日和佐中学校 井田 みづき 城東中学校 小原 樹 バッカス 新居 晴美

女子三部 城東中学校 松尾 歩実
相生スポーツ少年団 下北 千
鶴

相生スポーツ少年団 西村 成未
相生スポーツ少年団 舛田 梨
紗

優 勝 準優勝 第３位 第３位

男子一部
日亜化学・新野体協

小川 浩之・井上 英樹
渭北体協・日本郵便

西岡 宏記・山内 周平
渭北体協

南 真次・中山 淳史
Ｂ－ＵＰ

岡田 知大・亀岡 勇

男子二部
阿南クラブ

近藤 泰司・近藤 貴資
渭東体協

芝原 晴樹・船越 翔太
遊楽豚クラブ

福永 真之・谷口 純
阿南市役所・福井体協

原田 善人・西岡 弘晃

男子三部
徳島工業高校

新居 洋征・柳澤 宏樹
ＴＥＡＭ翼

林 哲郎・増田 晋作
見能林体協

白浜 日出男・森下 敏春
新野高校

一ノ宮 英範・福田 洋助

女子一部
城東中学校

前里 愛子・樫山 実穂
城東中学校

小原 樹・馬部 美咲
バッカス

新居 晴美・岩佐 祥子
加茂名体協

田中 絵梨・藤原 恵美

女子二部
城東中学校・川内中学校

斎藤 春菜・岡田 衣里
ハッピー美波

吉田 修美・水口 多香音
阿南クラブ

本田 博枝・長尾 笑子
阿南クラブ・長生クラブ

名合 麻矢・西平 知加

女子三部
ドリーム

葉田 ゆき・小谷 清美
ドリーム

岡川 ゆかり・下平 ゆかり
小松島中学校

有本 未佑・濱田 利香
小松島中学校

松本 志帆美・暮石 有紀

優 勝 準優勝 第３位 第３位

男子一部 渭北体協 西岡 宏記 日和佐体協 佐幸 直也 新野体協 井上 英樹 日亜化学 小川 浩之

男子二部 松茂体協 岡崎 克美 渭東体協 芝原 晴樹 遊楽豚クラブ 谷口 純 松茂体協 木内 保太

男子三部 新野高校 一ノ宮 英範 日和佐中学校 横山 直人 日亜化学 中川 純 徳島工業高校 新居 洋征

女子一部 城東中学校 前里 愛子 城東中学校 馬部 美咲 城東中学校 樫山 実穂 城東中学校 小原 樹

女子二部 城東中学校 斎藤 春菜 ハッピー美波 夏野 優香 長生クラブ 西平 知加 バッカス 岩佐 祥子

女子三部 ＴＥＡＭ翼 林 めぐみ 小松島中学校 濱田 利香 城東中学校 山田 美槻 小松島中学校 有本 未佑

平成１９年度 阿南市羽ノ浦町バドミントン大会 平成１９年１１月２３日（金）羽ノ浦町総合国民体育館
ダブルス

シングルス


