
栄光のあと
≪総合選手権大会≫ ○数字は津山市大会　　他は美作地区大会　

回 場所 種目 参加数

③ Ｓ53 10/22 津商体 男Ｄ 24 土居・楢本 (みのり学園・津山信金) 中川・性全 (税務署・津山駅) 後安・福島 (津山商高教・美作高教)

男Ｓ 52 井汲威彦 (誕生寺養教) 土居浩三 (みのり学園) 性全洋治 (津山駅)

女Ｄ 7 高橋・岡田 (中国銀行・主婦) 内田・吉森 (主婦・朝日生命) 野田・大谷 (美作高ＯＧ)

女Ｓ 15 高橋和子 (中国銀行) 水杉　薫 (津山上田邑) 吉森純子 (朝日生命)

⑥ Ｓ５４ 12/9 津総体 男ＤＡ 21 性全・原野 (津山駅) 井汲・本郷 (誕生寺養教) 土居・楢本 (みのり学園・津山信金)

男ＤＢ 8 原・畑 (消防署) 河本・岡 (山陽日産) 高宮・畑 (消防署)

内藤・辻 (消防署)

男Ｓ 32 土居浩三 (みのり学園) 性全洋治 (津山駅) 高宮歳雄 (市役所)

女ＤＡ 10 難波・高橋 (職業安定所・中国銀行) 友保・小林 (誕生寺養教) 池田・杉山 (中国電力・扶桑銀行)

女ＤＢ 4 芦田・吉森 (中国電力・朝日生命) 多胡・富永 杉浦・小坂田 (津山信金)

森本・森本

女Ｓ 16 岡田詔子 (主婦) 友保明子 (誕生寺養教) 芦田仁美 (中国電力)

⑨ Ｓ５５ 9/7 津総体 男ＤＡ 11 近藤・土居 (みのり学園) 性全・原野 (津山駅) 本郷・酒本 (誕生寺養教)

男ＤＢ 4 神田・高宮 (広野小教・市役所) 池上・高田 (美作高ＯＢ) 久保・佐藤 (市役所・佐藤塗装)

男Ｓ 15 性全洋治 (津山駅) 酒本和則 (誕生寺養教) 本郷泰洋 (誕生寺養教)

女Ｄ 6 難波・高橋 (職業安定所・中国銀行) 織田・加藤 (中国銀行・対鶴ビル) 小坂田・杉山 (福岡保育園・扶桑銀行)

女Ｓ 9 高橋和子 (中国銀行) 芦田仁美 (中国電力) 難波好美 (職業安定所)

⑪ Ｓ５６ 9/6 津総体 男ＤＡ 21 井汲・清水 (操山中・津山高教) 本郷・酒本 (上斎原中教・勝田中教) 高宮・浜田 (市役所)

男ＤＢ 12 後安・福島 (津山商高教・美作高教) 橋本・尾﨏 (誕生寺養教) 福田・北山 (柵原町)

男ＤＣ 15 小谷・遠藤 (動燃) 広・湯浅 (落合町) 久常・神田 (市役所・広野小教)

男ＳＡ 41 清水隆人 (津山高教) 原野陽夫 (津山駅) 永原光彦 (津山高専)

男ＳＢ 8 井汲威彦 (鶴山中教) 辻　武幸 (日本商事) 福島信夫 (美作高教)

男ＳＣ 13 浜田健生 (市役所) 酒本和則 (勝田中教) 石畑宏穂 (津山市)

女ＤＡ 13 坂・敷田 (美作短大) 小林・辻 (誕生寺養教・津山市) 芦田・吉森 (中国電力・朝日生命)

女ＤＢ 5 池田・杉山 (中国電力・扶桑銀行) 富田・原田 (旭町) 小椋・小椋 (西粟倉村)

女ＳＡ 18 坂　浩枝 (美作短大) 敷田利恵 (美作短大) 平松智恵子 (美作短大)

女ＳＢ 3 村山敏美 (落合町) 藤原喜代子 (誕生寺養教) 藤井育子 (落合町)

1 Ｓ５７ 12/5 津総体 男Ｄ 32 井汲・清水 (操山中・津山高教) 永原・下山 (津山高専) 性全・野口 (津山駅・日本専売公社)

男Ｓ 52 清水隆人 (津山高教) 永原光彦 (津山高専) 山根直樹 (津山高専)

女Ｄ 24 藤井・駒井 (津山クラブ) 氏平・小西 (美作高・津山商高) 牧田・厩橋 (津山商高)

女Ｓ 35 竹内弥生 (津山西中教) 藤井叶江 (津山クラブ) 駒井八州子 (津山クラブ)

2 Ｓ５８ 9/11 津総体 男Ｄ 26 山根・木村 (津山高専) 土居・性全 (みのり学園・津山駅) 山本・中島 (松下電子・小川香料)

男Ｓ 41 山根直樹 (津山高専) 延本貞明 (津山クラブ) 中田正彦 (津山工業高)

女Ｄ 18 藤井・平田 (津山クラブ) 竹内・川端 (津山クラブ) 井戸・牧田 (市役所・松下電子)

女Ｓ 11 平田優子 (津山クラブ) 安田恭子 (美作短大) 藤井叶江 (津山クラブ)

混Ｄ 19 山本・牧田 (松下電子) 性全・平田 (津山クラブ) 山根・安田 (津山高専・美作短大)

3 Ｓ５９ 9/2 津総体 男Ｄ 39 土居・楢本 (みのり学園・津山クラブ) 清水・石坂 (津山高教・平井病院) 中島・浜田 (小川香料・市役所)

男Ｓ 55 山根直樹 (津山高専) 楢本昌司 (津山クラブ) 原野陽夫 (国鉄)

女Ｄ 23 竹内・平田 (津山クラブ) 井戸・辻 (津山クラブ) 葛原・阿形 (津山高)

女Ｓ 23 竹内弥生 (津山西中教) 住吉　操 (美作高) 阿形宣子 (津山高)

混Ｄ 24 清水・川端 (津山クラブ) 中島・平田 (津山クラブ) 山本・牧田 (松下電子)

4 Ｓ６０ 9/8 津総体 男Ｄ 46 楢本・小阪 (天津クラブ) 土居・石坂 (みのり学園・平井病院) 浜田・北山 (市役所・津山東中教)

男Ｓ 76 楢本昌司 (天津クラブ) 北山浩二 (津山東中教) 小阪冬樹 (誕生寺養教)

女Ｄ 60 藤井・平田 (シャトルランド) 竹内・川端 (シャトルランド) 斎藤・川崎 (津山東高)

女Ｓ 40 平田優子 (シャトルランド) 赤堀喜代子 (津山商高) 斎藤美和子 (津山東高)

混Ｄ 16 石坂・竹内 (シャトルランド) 性全・藤井 (シャトルランド) 久須見・小椋 (動燃)

5 Ｓ６１ 9/7 津総体 男Ｄ 35 小阪・楢本 (誕生寺養教・鏡野南小教) 中島・原野 (小川香料・国鉄) 杉本・木村 (中央化学・中国電力)

男Ｓ 50 楢本昌司 (鏡野南小教) 浜田健生 (市役所) 原野陽夫 (国鉄)

女Ｄ 25 平田・川端 (シャトルランド) 藤島・小椋 (福岡保育園・児島病院) 山本・王野 (松下電産)

女Ｓ 25 山田圭子 (美作高) 光岡純子 (津山商高) 久永悦子 (奈義ＢＣ)

混Ｄ 14 中島・平田 (シャトルランド) 北山・今田 (津山東中教・北陵中教) 山本・山本 (ザ・スマッシュ)

6 Ｓ６２ 9/6 津総体 男Ｄ 46 小阪・楢本 (中道中教・鏡野南小教) 石戸・樋口 (柵原体協) 松永・治部 (ザ・スマッシュ)

男Ｓ 46 樋口正幸 (津山松下) 浜田健生 (市役所) 延原秀和 (津山高専)

女Ｄ 30 藤島・向田 (ザ・スマッシュ) 山根・山田 (津山レディース) 宇津木・吉村 (津山高)

女Ｓ 29 平田優子 (シャトルランド) 宇津木知子 (津山高) 久永悦子 (勝央ＢＣ)

混Ｄ 15 性全・井戸 (シャトルランド) 遠藤・平田 (シャトルランド) 中江・藤島 (ザ・スマッシュ)

7 Ｓ６３ 津総体 男Ｄ 46 小阪・楢本 (中道中教・鏡野南小教) 治部・山岡 (ザ・スマッシュ) 松永・中江 (ザ・スマッシュ)

男Ｓ 67 楢本昌司 (鏡野南小教) 樋口正幸 (津山松下) 北山浩二 (津山東中教)

女Ｄ 32 赤木・森谷 (シャトルランド) 松田・稲谷 (美作高) 斎藤・向田 (ザ・スマッシュ)

女Ｓ 22 河原利恵 (美作高) 山田圭子 (美作短大) 中島勝美 (津山商高)

混Ｄ 19 石坂・赤木 (シャトルランド) 小阪・小阪 (奈義ＢＣ) 治部・斎藤 (ザ・スマッシュ)

１位 ２位 ３位年



栄光のあと
≪総合選手権大会≫ ○数字は津山市大会　　他は美作地区大会　

回 場所 種目 参加数 １位 ２位 ３位年

8 Ｈ１ 津総体 男Ｄ 35 小阪・楢本 (中道中教・鏡野南小教) 治部・中江 (ザ・スマッシュ) 保田・山岡 (ザ・スマッシュ)

男Ｓ 54 楢本昌司 (鏡野南小教) 仮谷章夫 (津山工業高教) 原野陽夫 (シャトルランド)

女Ｄ 26 井戸・田渕 (シャトルランド) 赤堀・山下 (柵原体協) 頼経・山田 (津山レディース)

女Ｓ 30 榎本美智子 (美作高) 橋本智子 (落合ＢＣ) 相原睦代 (柵原体協)

混Ｄ 12 性全・井戸 (シャトルランド) 石坂・小池 (シャトルランド) 治部・斎藤 (ザ・スマッシュ)

9 Ｈ２ 津総体 男Ｄ 32 治部・中江 (ザ・スマッシュ) 遠藤・山本 (動燃事業所・松下電産) 石賀・小寺 (松下バドミントンクラブ)

津商体 男Ｓ 42 樋口正幸 (津山松下) 那須哲太郎 (津山松下) 山本哲敬 (松下電産)

女Ｄ 28 榎本・小西 (高３クラブ) 田渕・井戸 (シャトルランド) 赤堀・山下 (柵原体育協会)

女Ｓ 30 榎本美智子 (美作高) 田渕洋子 (津山市役所) 斎藤美和子 (ザ・スマッシュ)

混Ｄ 6 樋口・相原 (津山松下・柵原体育協会) 那須・伊東 (津山松下・柵原体育協会) 原野・井戸 (シャトルランド)

10 Ｈ３ 津総体 男Ｄ 28 樋口・末田 (津山松下) 山本・遠藤 (ザ・スマッシュ・シャトルランド) 北山・木村 (シャトルランド)

津商体 男Ｓ 42 樋口正幸 (津山松下) 那須哲太郎 (津山松下) 河本健二 (津山松下)

女Ｄ 21 井戸・田渕 (シャトルランド) 赤堀・斎藤 (柵原体協・ザ･スマッシュ) 林・橋本 (落合クラブ)

女Ｓ 16 田渕洋子 (シャトルランド) 小西洋子 (ザ･スマッシュ) 赤堀嘉代子 (柵原体育協会)

混Ｄ 12 性全・井戸 (シャトルランド) 大谷・橋本 (落合クラブ) 松永・小峪 (ザ・スマッシュ)

20 Ｈ１３ 9/ 津総体 男Ｄ 河本・末田 (津山松下電器) 樋口・中村 (津山松下電器・東和薬品) 中江・治部 (スマッシュＢＣ)

男Ｓ 河本健二 (津山松下電器) 中村智和 (東和薬品) 稲谷和昌 (柵原体協)

女Ｄ 治部・山本 (スマッシュＢＣ) 細田・石湯 (シャトルランド) 森山・有田 (スマッシュＢＣ)

女Ｓ 石湯洋子 (シャトルランド) 有田尚世 (スマッシュＢＣ) 細田敬子 (シャトルランド)

混Ｄ 治部・治部 (スマッシュＢＣ) 井口・実近 (ＨＥＩＳＩＥＩ白鳥組) 高橋・宮本 (ＨＥＩＳＩＥＩ白鳥組)

21 Ｈ１４ 9/1 津総体 男Ｄ 31 河本・末田 (津山松下電器) 樋口・中村 (津山松下電器・東和薬品) 稲谷・中西 (柵原体協)

男Ｓ 31 河本健二 (津山松下電器) 稲谷和昌 (柵原体協) 末田真一 (津山松下電器)

女Ｄ 16 細田・石湯 (シャトルランド) 治部・山本 (スマッシュＢＣ) 金崎・出川 (久世クラブ)

女Ｓ 7 石湯洋子 (シャトルランド) 細田敬子 (シャトルランド) 金崎智子 (久世クラブ)

混Ｄ 15 治部・治部 (スマッシュＢＣ) 寺坂・山本 (スマッシュＢＣ) 田村・実近 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

22 Ｈ１５ 9/7 津総体 男Ｄ 25 河本・末田 (津山松下電器) 林・松尾 (井倉クラブ) 石賀・串田 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

稲谷・中西 (柵原体協)

男Ｓ 33 中村智和 (東和薬品) 末田真一 (津山松下電器) 河本健二 (津山松下電器)

稲谷和昌 (柵原体協)

女Ｄ 12 細田・石湯 (シャトルランド) 治部・有田 (スマッシュＢＣ) 石原・大塚 (久世クラブ)

金崎・出川 (久世クラブ)

女Ｓ 12 石湯洋子 (シャトルランド) 石原裕子 (久世クラブ) 大塚幹子 (久世クラブ)

金崎智子 (久世クラブ)

混Ｄ 12 治部・治部 (スマッシュＢＣ) 田村・実近 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組) 高橋・宮本 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

寺坂・山本 (スマッシュＢＣ)

23 Ｈ１６ 9/5 津総体 男Ｄ 36 中村・横澤 (きよまろん) 石湯・山奥 (シャトルランド) 山本・佐藤 (スマッシュＢＣ)

佐藤・松尾 (井倉クラブ)

男Ｓ 35 中村智和 (きよまろん) 末田真一 (津山松下電器) 豊田幸伸 (津山高専)

河本健二 (津山松下電器)

女Ｄ 14 細田・石湯 (シャトルランド) 有田・山本 (スマッシュＢＣ) 石原・小田 (井倉クラブ)

金崎・出川 (久世クラブ)

女Ｓ 8 治部美智子 (スマッシュＢＣ) 石湯洋子 (シャトルランド) 金崎智子 (久世クラブ)

細田敬子 (シャトルランド)

混Ｄ 16 松尾・小田 (井倉クラブ) 治部・治部 (スマッシュＢＣ) 田村・実近 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

小林・近藤 (井倉クラブ)

24 Ｈ１７ 9/4 津総体 男Ｄ 24 中村・坂本 (東和薬品・津山市役所) 田村・高橋 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組) 内野・石湯 (シャトルランド)

林原・原野 (サイクル機構)

男Ｓ 28 中村智和 (東和薬品) 小林卓也 (井倉クラブ) 鵜飼直人 (津山高専)

森本竜治 (津山高専)

女Ｄ 22 石原・小田 (井倉クラブ) 細田・石湯 (シャトルランド) 園山・田中 (シャトルランド)

治部・山本 (スマッシュＢＣ)

女Ｓ 20 治部美智子 (スマッシュＢＣ) 石湯洋子 (シャトルランド) 細田敬子 (シャトルランド)

金崎智子 (久世クラブ)

混Ｄ 17 松尾・小田 (井倉クラブ) 木村・石原 (井倉クラブ) 莨谷・高矢 (明男倶楽部・津山市役所)

佐藤・坂和 (井倉クラブ)

25 Ｈ１８ 9/3 津総体 男Ｄ 23 内野・赤堀 (シャトルランド) 石賀・田村 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組) 末田・中村 (ＰＥＤ津山・東和薬品)

高橋・三谷 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

男Ｓ 38 中村智和 (東和薬品) 末田真一 (ＰＥＤ津山) 小椋洋介 (津山高専)

小林卓也 (井倉クラブ)

　11～19回 　掲載なし



栄光のあと
≪総合選手権大会≫ ○数字は津山市大会　　他は美作地区大会　

回 場所 種目 参加数 １位 ２位 ３位年

25 Ｈ１８ 9/3 津総体 女Ｄ 17 治部・有田 (スマッシュＢＣ) 細田・石湯 (シャトルランド) 山本・影山 (スマッシュＢＣ)

春井・森田 (シャトルランド・スマッシュＢＣ)

女Ｓ 26 石原裕子 (井倉クラブ) 石湯洋子 (シャトルランド) 治部美智子 (スマッシュＢＣ)

細田敬子 (シャトルランド)

8/6 津総体 混Ｄ 17 内野・細田 (シャトルランド) 治部・治部 (スマッシュＢＣ) 河野・平田 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

山本・森田 (スマッシュＢＣ)

26 Ｈ１９ 9/2 津総体 男Ｄ 30 末田・中村 (ＰＥＤ津山・東和薬品) 内野・赤堀 (シャトルランド) 青木・河田 (きよまろん)

中村・渡辺 (きよまろん)

男Ｓ 36 中村智和 (東和薬品) 青木克成 (きよまろん) 浅原　徹 (きよまろん)

末田真一 (ＰＥＤ津山)

女Ｄ 18 治部・有田 (スマッシュＢＣ) 細田・石湯 (シャトルランド) 平田・寺坂 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

宮本・実近 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

女Ｓ 8 石湯洋子 (シャトルランド) 渡部真樹美 (美作大学) 石山　愛 (美作高)

萩原麻結 (美作高)

混Ｄ 20 石賀・治部 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組・スマッシュＢＣ) 小椋・西本 (津山高専) 内野・細田 (シャトルランド)

石湯・安藤 (シャトルランド)

27 Ｈ２０ 津総体 男Ｄ 32 内野・赤堀 (シャトルランド) 堀井・坂本 (TeamDFT・津山市役所) 岡田・志水 (HEISEI白鳥組)

津工体 末田・中村 (ＰＥＤ津山・東和薬品)

男Ｓ 48 堀井一良 (TeamDFT) 春名佑二 (美作大学) 坂本一志 (津山市役所)

小田貴史 (津山高専)

女Ｄ 18 細田・石湯 (シャトルランド) 治部・有田 (スマッシュＢＣ) 山本・金崎 (スマッシュＢＣ・久世クラブ)

佐藤・西本 (美作大学・津山高専)

女Ｓ 17 石湯洋子 (シャトルランド) 細田敬子 (シャトルランド) 加藤佳奈 (きよまろん)

丹生千景 (きよまろん)

混Ｄ 12 石賀・治部 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組・スマッシュＢＣ) 小椋・西本 (津山高専) 志水・寺坂 (HEISEI白鳥組)

岡田・佐藤 (HEISEI白鳥組・美作大学)

28 Ｈ２１ 9/13 津総体 男Ｄ 26

男Ｓ 44

女Ｄ 17

女Ｓ 19

8/2 津総体 混Ｄ 16 赤堀・石湯 (シャトルランド) 石賀・治部 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組・スマッシュＢＣ) 内野・細田 (シャトルランド)



栄光のあと
≪選抜大会・新人大会≫

回 場所 種目 参加数

1 Ｓ５８ 2/13 津総体 男選Ｄ 9 清水・田住 (津山高教・津山高) 永原・木村 (津山高専) 中江・松永 (津山工業高)

男選Ｓ 15 清水隆人 (津山高教) 永原光彦 (津山高専) 山根直樹 (津山高専)

男新Ｄ 23 山根・長瀬 (津山高専) 原野・久松 (津山駅・岡山商工信用) 光延・杉山 (久米南町)

男新Ｓ 43 二宮公彦 (津山地方振興局) 清原哲裕 (津山工業高) 中江秀樹 (津山工業高)

女選Ｄ 7 藤井・駒井 (津山クラブ) 藤島・山田 (美作高) 竹内・川端 (津山クラブ)

女選Ｓ 8 藤井叶江 (津山クラブ) 竹内弥生 (津山西中教) 駒井八洲子 (津山クラブ)

女新Ｄ 31 氏平・勝浦 (美作高) 山本・中本 (動燃) 住吉・細田 (美作高)

女新Ｓ 47 住吉　操 (美作高) 川端千寿 (津山中央病院) 河本ゆかり (津山商高)

2 Ｓ５８ 12/4 津総体 男選Ｄ 10 清水・延本 (津山高教・津山クラブ) 保田・清原 (津山工業高) 浜田・三好 (市役所・津山地方振興局)

男選Ｓ 19 三好政則 (津山地方振興局) 中島弘雅 (小川香料) 延本貞明 (津山クラブ)

男新Ｄ 31 尾崎・木村 (中国電力) 山岡・二又 (津山工業高) 中田・治部 (津山工業高)

男新Ｓ 50 浜田健生 (市役所) 結城俊行 (津山高専) 西井一秀 (津山高専)

女選Ｄ 8 藤井・平田 (津山クラブ) 竹内・川端 (津山クラブ) 藤島・安田 (美作短大)

女選Ｓ 8 安田恭子 (美作短大) 藤井叶江 (津山クラブ) 平田優子 (津山クラブ)

女新Ｄ 32 徳田・岸本 (津山商高) 芦田・河本 (津山商高) 小椋・山増 (動燃)

女新Ｓ 34 辻　幸子 (ＭＳＳ) 芦田初江 (津山商高) 岸本洋子 (津山商高)

3 Ｓ５９ 12/2 津総体 男選Ｄ 8 土居・楢本 (みのり学園・津山クラブ) 清水・石坂 (津山高教・平井病院) 性全・北山 (国鉄・津山東中教)

男選Ｓ 17 楢本昌司 (津山クラブ) 北山浩二 (津山東中教) 山根直樹 (津山高専)

男新Ｄ 43 山根・石川 (津山高専) 坂口・結城 (津山高専) 山本・石賀 (松下電子)

男新Ｓ 70 山本哲敬 (松下電子) 結城俊行 (津山高専) 松永善雄 (津山工業高)

女選Ｄ 5 竹内・川端 (津山クラブ) 藤井・平田 (津山クラブ) 井戸・　辻 (津山クラブ)

女選Ｓ 8 平田優子 (津山クラブ) 藤井叶江 (津山クラブ) 阿形宣子 (津山高)

女新Ｄ 42 赤堀・王野 (津山商高) 向田・覚名 (津山商高) 松山・山下 (美作高)

女新Ｓ 39 赤堀喜代子 (津山商高) 王野由美子 (津山商高) 向田明美 (津山商高)

4 Ｓ６０ 12/1 津総体 男選Ｄ 12 小阪・北山 (誕生寺養教・津山東中教) 西井・結城 (津山高専) 土居・石坂 (みのり学園・平井病院)

男選Ｓ 20 西井一秀 (津山高専) 遠藤雄二 (動燃) 堀　俊夫 (動燃)

男新Ｄ 43 光延・杉山 (久米南町) 藤本・金木 (鏡野町) 高宮・岡 (市役所)

男新Ｓ 67 樋口正幸 (津山松下) 長尾光之 (奈義ＢＣ) 松永善雄 (ザ・スマッシュ)

女選Ｄ 15 竹内・川端 (シャトルランド) 柴田・内田 (美作高) 斎藤・川崎 (津山東高)

女選Ｓ 5 竹内弥生 (津山西中教) 川端千寿 (シャトルランド) 森谷叶江 (シャトルランド)

女新Ｄ 38 鍋島・国貞 (津山商高) 三谷・三船 (津山商高) 宮元・山本 (津山商高)

女新Ｓ 35 宮元万里子 (津山商高) 相原睦代 (津山商高) 国貞仁美 (津山商高)

5 Ｓ６１ 12/7 津総体 男選Ｄ 15 小阪・中島 (誕生寺養教・小川香料) 北山・遠藤 (津山東中教・動燃) 樋口・西井 (津山松下・津山高専)

男選Ｓ 24 樋口正幸 (津山松下) 遠藤雄二 (動燃) 原野陽夫 (国鉄)

男新Ｄ 61 延原・石黒 (津山高専) 長浜・白水 (動燃) 遠藤・今村 (動燃)

男新Ｓ 41 石黒雅之 (津山高専) 佐藤公一 (津山工業高) 中田正彦 (シャトルランド)

女選Ｄ 10 平田・川端 (シャトルランド) 柴田・内田 (美作高) 斎藤・保田 (津山東校、美作高)

女選Ｓ 13 斎藤美和子 (津山東校) 平田優子 (シャトルランド) 山本陽子 (松下電産)

女新Ｄ 30 鍋島・国貞 (津山商高) 山根・山田 (ＭＳＳ) 田中・近藤 (美作高)

女新Ｓ 30 中村明美 (津山商高) 立石恭子 (津山商高) 鍋島美由紀 (津山商高)

6 Ｓ６２ 12/6 津総体 男選Ｄ 19 小阪・楢本 (中道中教・鏡野南小教) 山本・松永 (ザ・スマッシュ) 延原・石黒 (津山高専)

男選Ｓ 21 楢本昌司 (鏡野南小教) 樋口正幸 (津山松下) 山本哲敬 (ザ・スマッシュ)

男新Ｄ 52 森　・阪井 (落合ＢＣ) 土居・石坂 (高野保育園・平井病院) 高山・佐藤 (津山工業高)

男新Ｓ 71 北山浩二 (津山東中教) 河本健二 (津山工業高) 光延稲造 (久米南体協)

女選Ｄ 9 宇津木・吉村 (津山高) 平田・井戸 (シャトルランド) 斎藤・向田 (ザ・スマッシュ)

女選Ｓ 12 平田優子 (シャトルランド) 河原利恵 (美作高) 宇津木知子 (津山高)

女新Ｄ 27 頼経・谷元 (津山レディース) 相原・北山 (柵原体協) 松田・稲谷 (美作高)

女新Ｓ 29 中島勝美 (津山商高) 吉村由紀子 (津山高) 安藤聡美 (津山商高)

7 Ｓ６３ 12/1 津総体 男選Ｄ 13 樋口・河本 (津山松下) 石黒・谷本 (津山高専) 遠藤・性全 (シャトルランド)

男選Ｓ 17 樋口正幸 (津山松下) 石黒雅之 (津山高専) 杉本正志 (中央化学)

男新Ｄ 25 山田・那須 (松下電産・津山松下) 金木・今村 (鏡野体協) 佐野・中嶋 (落合ＢＣ)

男新Ｓ 39 那須哲太郎 (津山松下) 中嶋健二 (落合ＢＣ) 臼井博之 (津山高専)

女選Ｄ 9 斎藤・向田 (ザ・スマッシュ) 山根・山田 (津山レディース) 中塚・山本 (鏡野体協)

女選Ｓ 7 中塚いずみ (動燃) 向田明美 (小川香料) 斎藤美和子 (ザ・スマッシュ)

女新Ｄ 30 井戸・田渕 (シャトルランド) 山根・小山 (作陽短大) 赤堀・山下 (柵原体協)

女新Ｓ 21 清水裕恵 (落合ＢＣ) 安田善江 (落合ＢＣ) 赤堀加代子 (柵原体協)

8 Ｈ１ 12/3 津総体 男選Ｄ 17 小阪・楢本 (中道中教・鏡野南小教) 樋口・那須 (津山松下) 中江・松永 (ザ・スマッシュ)

津商体 男選Ｓ 23 遠藤雄二 (動燃) 河本健二 (津山松下) 植田哲夫 (落合ＢＣ)

男新Ｄ 27 佐野・中嶋 (落合クラブ) 久須見・山崎 (動燃) 阪井・小林 (落合クラブ)

男新Ｓ 48 杉本正志 (中央化学) 大郷通明 (津山高専) 山崎　斎 (動燃)

女選Ｄ 14 福田・榎本 (美作高) 頼経・谷元 (津山レディース) 小西・森本 (津山商高)

女選Ｓ 16 榎本美智子 (美作高) 林　良江 (落合クラブ) 田渕洋子 (市役所)

女新Ｄ 37 川端・山田 (美作高ＯＧ) 久永・河原 (勝央ＢＣ) 佐々・原田 (美作高)

女新Ｓ 37 篠埜順子 (垂水クラブ) 酒本亜希子 (津山高専) 原田里美 (美作高)

年 １位 ２位 ３位



栄光のあと
≪選抜大会・新人大会≫

回 場所 種目 参加数年 １位 ２位 ３位

9 Ｈ２ 12/2 津総体 男選Ｄ 13 山本・遠藤 (津山電産・動燃) 樋口・那須 (津山松下) 木村・北山 (シャトルランド)

津商体 男選Ｓ 17 樋口正幸 (津山松下) 河本健二 (津山松下) 遠藤雄二 (動燃)

男新Ｄ 27 久須見・山崎 (動燃) 松永・河野 (松下ＢＣ) 後藤・武村 (落合ＢＣ)

男新Ｓ 47 大郷通明 (津山高専) 山崎　斎 (動燃) 能勢瀬勇 (シャトルランド)

女選Ｄ 12 榎本・小西 (高３クラブ) 斎藤・山本 (ザ・スマッシュ) 赤堀・山下 (柵原体協)

女選Ｓ 14 榎本美智子 (美作高) 田渕洋子 (市役所) 橋本智子 (落合ＢＣ)

女新Ｄ 45 松村・池嶋 (津山東校) 八木・松永 (ザ・スマッシュ) 守屋・　畠 (柵原体協)

女新Ｓ 56 松村有紀 (津山東校) 酒本亜希子 (津山高専) 皆木優子 (高倉クラブ)

10 Ｈ３ 12/1 津総体 男選Ｄ 15 治部・中江 (ザ・スマッシュ) 山本・遠藤 (津山電産・動燃) 木村・北山 (シャトルランド)

津商体 男選Ｓ 20 河本健二 (津山松下) 山本哲敬 (ザ・スマッシュ) 末田真一 (津山松下)

男新Ｄ 18 久須見・山崎 (動燃) 松永・河野 (ヘイセイ白鳥) 小林・山本 (ＳＡＴ)

男新Ｓ 30 藤林　剛 (動燃) 太田　守 (自衛隊) 中村寿秀 (津山工業高)

女選Ｄ 11 斎藤・赤堀 (柵原体協) 井戸・田渕 (シャトルランド) 橋本・佐野 (落合クラブ)

女選Ｓ 13 田渕洋子 (シャトルランド) 橋本智子 (落合クラブ) 斎藤美和子 (ザ・スマッシュ)

女新Ｄ 24 河原・村井 (美作高ＯＧ) 中川・澤山 (落合クラブ) 森谷・小林 (津山レディース)

女新Ｓ 24 杉山雅美 (津山高) 河原利恵 (美作高ＯＧ) 中川善子 (落合クラブ)

20 Ｈ１３ 12/11 津総体 男選Ｄ 河本・樋口 (津山松下) 稲家・中西 (柵原体協) 治部・中江 (スマッシュＢＣ)

男選Ｓ 河本健二 (津山松下) 中村智和 (東和薬品) 稲谷和昌 (柵原体協)

男新Ｄ 山奥・石湯 (シャトルランド) 赤瀬・木村 (久世クラブ) 岡田・佐藤 (落合クラブ)

男新Ｓ 中西　悟 (柵原体協) 粟井秀紀 (中国電力) 木村静香 (久世クラブ)

女選Ｄ 治部・山本 (スマッシュＢＣ) 石湯・細田 (シャトルランド) 金崎・出川 (久世クラブ)

女選Ｓ 治部美智子 (スマッシュＢＣ) 石湯洋子 (シャトルランド) 加川美雪 (スマッシュＢＣ)

女新Ｄ 定森・高矢 (津山市役所) 園山・川口 (シャトルランド) 小峪・江見 (スマッシュＢＣ)

女新Ｓ 川口千春 (シャトルランド) 丸山知子 (落合クラブ) 園山多陽子 (シャトルランド)

21 Ｈ１４ 12/8 津総体 男選Ｄ 10 稲谷・樋口 (柵原体協・津山松下) 治部・中江 (スマッシュＢＣ) 石湯・内野 (シャトルランド)

男選Ｓ 14 河本健二 (津山松下) 中村智和 (東和薬品) 稲谷和昌 (柵原体協)

男新Ｄ 17 豊田・甲田 (津山高専) 柏原・河野 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組) 大寺・寺坂 (スマッシュＢＣ)

男新Ｓ 28 豊田幸伸 (津山高専) 松尾祐作 (井倉クラブ) 甲田隆志 (津山高専)

女選Ｄ 7 治部・山本 (スマッシュＢＣ) 石湯・細田 (シャトルランド) 石原・金崎 (落合クラブ・久世クラブ)

女選Ｓ 7 石湯洋子 (シャトルランド) 治部美智子 (スマッシュＢＣ) 細田敬子 (シャトルランド)

女新Ｄ 9 園山・川口 (シャトルランド) 生田・後藤 (井倉クラブ) 中江・松永 (スマッシュＢＣ)

女新Ｓ 10 加川美雪 (スマッシュＢＣ) 実近和代 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組) 川口千春 (シャトルランド)

22 H１５ 12/7 津総体 男選Ｄ 7 田村・高橋 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組) 井口・堀井 (Ｋスポーツ) 中西・坂本 (柵原体協・久米町役場)

樋口・河本 (津山松下)

男選Ｓ 7 河本健二 (津山松下) 中村智和 (きよまろん) 田村昌之 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

男新Ｄ 29 中村・藤井 (きよまろん) 治部・太田 (スマッシュＢＣ) 豊田・甲田 (津山高専)

柏原・河野 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

男新Ｓ 47 藤井将人 (きよまろん) 豊田幸伸 (津山高専) 松尾祐作 (井倉クラブ)

前田克史 (津山高専)

女選Ｄ 5 石湯・細田 (シャトルランド) 治部・山本 (スマッシュＢＣ) 金崎・出川 (久世クラブ)

女選Ｓ 5 石湯洋子 (シャトルランド) 治部美智子 (スマッシュＢＣ) 石原裕子 (久世クラブ)

女新Ｄ 21 園山・田中 (シャトルランド) 近藤・林田 (井倉クラブ) 高矢・定森 (津山市役所)

小峪・松永 (スマッシュＢＣ)

女新Ｓ 32 田中未希子 (シャトルランド) 赤木優子 (シャトルランド) 園山多陽子 (シャトルランド)

安藤恵理 (シャトルランド)

23 Ｈ１６ 12/5 津総体 男選Ｄ 11 末田・中村 (津山松下・きよまろん) 松尾・佐藤 (井倉クラブ) 石湯・山奥 (シャトルランド)

男選Ｓ 8 中村智和 (きよまろん) 末田真一 (津山松下) 田村昌之 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

豊田幸伸 (津山高専)

男新Ｄ 15 前田・鵜飼 (津山高専) 坂本・赤瀬 (久米町役場・落合クラブ) 榎　・西村 (井倉クラブ)

黒瀬・原野 (久米町体協)

男新Ｓ 35 前田克史 (津山高専) 松尾祐作 (井倉クラブ) 赤瀬　大 (落合クラブ)

石湯信介 (シャトルランド)

女選Ｄ 8 石原・小田 (井倉クラブ) 細田・石湯 (シャトルランド) 宮本・実近 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

治部・有田 (スマッシュＢＣ)

女選Ｓ 7 治部美智子 (スマッシュＢＣ) 石湯洋子 (シャトルランド) 石原裕子 (井倉クラブ)

金崎智子 (久世クラブ)

女新Ｄ 6 川口・田中 (シャトルランド) 亀川・林田 (井倉クラブ) 平田・寺坂 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

高矢・定森 (津山市役所)

女新Ｓ 10 小田倫子 (井倉クラブ) 有田尚世 (スマッシュＢＣ) 森山靖子 (スマッシュＢＣ)

24 Ｈ１７ 12/4 津総体 男選Ｄ 8 中村・坂本 (東和薬品・津山市役所) 松尾・佐藤 (井倉クラブ) 林原・嶋﨑 (ＪＡＥＡ)

田村・高橋 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

男選Ｓ 6 前田克史 (津山高専) 中村智和 (東和薬品) 森本竜治 (津山高専)

小林卓也 (井倉クラブ)

　11～19回 　掲載なし



栄光のあと
≪選抜大会・新人大会≫

回 場所 種目 参加数年 １位 ２位 ３位

24 Ｈ１７ 12/4 津総体 男新Ｄ 25 西村・小林 (井倉クラブ) 志水・春名 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組) 石賀・串田 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

児玉・　榎 (井倉クラブ)

男新Ｓ 40 末田真一 (ＰＥＤ津山) 内野秀樹 (シャトルランド) 西村将人 (井倉クラブ)

大寺　進 (スマッシュＢＣ)

女選Ｄ 6 石原・小田 (井倉クラブ) 細田・石湯 (シャトルランド) 治部・有田 (スマッシュＢＣ)

春井・山下 (シャトルランド・スマッシュＢＣ)

女選Ｓ 4 治部美智子 (スマッシュＢＣ) 石湯洋子 (シャトルランド) 細田敬子 (シャトルランド)

女新Ｄ 19 金崎・出川 (久世クラブ) 長谷川・石田 (ＪＡＥＡ) 寺坂・西田 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

牧本・甲本 (津山高専)

女新Ｓ 21 長谷川文香 (ＪＡＥＡ) 石原裕子 (井倉クラブ) 春井多陽子 (シャトルランド)

石田豊歩 (ＪＡＥＡ)

25 Ｈ１８ 12/3 津総体 男選Ｄ 12 中村・末田 (東和薬品・ＰＥＤ津山) 真治・小林 (井倉クラブ) 山奥・赤堀 (シャトルランド)

石賀・田村 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

男選Ｓ 9 中村智和 (東和薬品) 河本健二 (ＰＥＤ津山) 小林卓也 (井倉クラブ)

石賀康史 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

男新Ｄ 20 青木・中村 (きよまろん) 南葉・奥本 (きよまろん) 楢本・坂本 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組・津山市役所)

柏原・河野 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

男新Ｓ 47 青木克成 (きよまろん) 奥本大吾 (きよまろん) 坂本一志 (津山市役所)

赤堀順一郎 (シャトルランド)

女選Ｄ 9 石原・小田 (井倉クラブ) 治部・有田 (スマッシュＢＣ) 山本・影山 (スマッシュＢＣ)

細田・石湯 (シャトルランド)

女選Ｓ 10 石原裕子 (井倉クラブ) 治部美智子 (スマッシュＢＣ) 石湯洋子 (シャトルランド)

小田倫子 (井倉クラブ)

女新Ｄ 6 森山・山下 (スマッシュＢＣ) 伊久・河井 (きよまろん) 西本・石山 (スマッシュＢＣ)

西本・神田 (津山高専・津山東高)

女新Ｓ 8 山下さよ理 (スマッシュＢＣ) 有田尚世 (スマッシュＢＣ) 西本早希 (スマッシュＢＣ)

伊久寿美 (きよまろん)

26 Ｈ１９ 12/2 津総体 男選Ｄ 11 赤堀・内野 (シャトルランド) 末田・中村 (ＰＥＤ津山・東和薬品) 大森・浅原 (きよまろん)

岡田・志水 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

男選Ｓ 10 末田真一 (ＰＥＤ津山) 青木克成 (きよまろん) 坂本一志 (津山市役所)

中村智和 (東和薬品)

男新Ｄ 18 木之下・竹田 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組) 湯浅・河本 (岡山理大) 安岡・春名 (美作大学)

福田・莨谷 (明男倶楽部)

男新Ｓ 46 河本健二 (ＰＥＤ津山) 小田貴史 (津山高専) 小椋洋介 (津山高専)

春名佑二 (美作大学)

女選Ｄ 11 細田・石湯 (シャトルランド) 有田・治部 (スマッシュＢＣ) 宮本・実近 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

金崎・出川 (久世クラブ)

女選Ｓ 9 石湯洋子 (シャトルランド) 細田敬子 (シャトルランド) 実近和代 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

伊久寿美 (きよまろん)

女新Ｄ 17 和田・古川 (美作大学) 萩原・石原 (美作高) 須江・山下 (美作高)

梶原・安原 (久世クラブ)

女新Ｓ 18 治部美智子 (スマッシュＢＣ) 影山衣里子 (美作高) 神田恵美 (津山東高)

春井多陽子 (シャトルランド)

27 Ｈ２０ 12/7 津総体 男選Ｄ 9 岡田・志水 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組) 赤堀・内野 (シャトルランド) 山奥・春名 (シャトルランド・美作大学)

堀井・坂本 (TeamDFT・津山市役所)

男選Ｓ 10 中村智和 (東和薬品) 青木克成 (きよまろん) 堀井一良 (TeamDFT)

坂本一志 (津山市役所)

男新Ｄ 21 尾関・神原 (スマッシュＢＣ) 柏原・河野 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組) 中西・直原 (柵原体協)

湯浅・　林 (落合クラブ)

男新Ｓ 37 石賀康史 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組) 莨谷英司 (明男倶楽部) 中江光希 (スマッシュＢＣ)

岡田譲次 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

女選Ｄ 8 細田・石湯 (シャトルランド) 治部・有田 (スマッシュＢＣ) 西田・寺坂 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)

佐藤・西本 (美作大学・津山高専)

女選Ｓ 9 影山衣里子 (美作高) 石湯洋子 (シャトルランド) 細田敬子 (シャトルランド)

西本安里 (津山高専)

女新Ｄ 8 高山・鍋島 (美作大学) 神田・松田 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組) 影山・宇治 (美作高)

山中・河原 (柵原体協)

女新Ｓ 8 金崎智子 (久世クラブ) 佐藤雅子 (美作大学) 横山奈美 (美作大学)

松田明子 (ＨＥＩＳＥＩ白鳥組)



栄光のあと
≪団体戦の部≫ ○数字は津山市大会　　他は美作地区大会　

回 場所 種目 参加数 １位 ２位 ３位

④ Ｓ５４ 2/11 津商体 男Ｔ 11 津山高校ＯＢ サーケリーズ 教員チーム

女Ｔ 4 津山商高ＯＧＢチーム 津山商高ＯＧＣチーム 津山商高ＯＧＡチーム

⑦ Ｓ５５ 2/17 津商体 男Ｔ 8 津山高校ＯＢ 誕生寺養護学校 スワローズ

女Ｔ 3 誕生寺養護学校 津山商高ＯＧＡチーム 津山商高ＯＧＢチーム

1 Ｓ５６ 2/8 津商体 男ＴＡ 14 津山クラブ 津山高専 久世クラブ

男ＴＢ 6 衆楽クラブ 久米南町チーム 柵原Ａチーム

女Ｔ 5 津山商高ＯＧ 津山クラブ 久米南町チーム

2 Ｓ５７ 2/7 津総体 男Ｔ 10 津山高専 津山高校ＯＢ 津山クラブ

女Ｔ 5 津山クラブ 美作短大 天津クラブ

3 Ｓ５７ 9/12 津総体 男ＴＡ 8 津山高校ＯＢ 津山高専Ａ 津山工業高校

男ＴＢ 4 津山高専Ｂ 衆楽クラブ 天津クラブ

女ＴＡ 5 美作高校Ａ 津山クラブ 鏡野町

女ＴＢ 3 津山西中学 津山東高校 美作高校Ｂ

4 Ｓ５９ 2/12 津総体 男ＴＡ 6 津山高校ＯＢ 津山高専Ａ 津山クラブＡ

男ＴＢ 6 津山高専Ｂ 津山市役所 津山クラブＢ

女Ｔ 6 津山クラブ 津山高校 美作女子大

5 Ｓ６０ 2/17 津総体 男ＴＡ 5 シャトルランド・動燃 津山高専一軍 津山高校ＯＢ

男ＴＢ 10 津山高専二軍 松下電子ＳＨＧ 鏡野町

女ＴＡ 5 シャトルランド 津山商業高校Ａ 美作女子大・美作短大

女ＴＢ 4 美作高校 津山商業高校Ｂ 津山西中学

6 Ｓ６１ 2/2 津総体 男ＴＡ 6 動燃 津山高校ＯＢ シャトルランド

男ＴＢ 9 鏡野町・久米南町 津山市役所 奈義ＢＣ

女ＴＢ 3 ザ・スマッシュ 美作女子大 ＳＳＣ

7 Ｓ６２ 2/8 津総体 男ＴＡ 4 シャトルランド ザ・スマッシュ 津山高専Ａ

男ＴＢ 12 津山市役所 松下電産 奈義ＢＣ

女ＴＡ 2 シャトルランド ザ・スマッシュ

女ＴＢ 3 美作高校Ａ ＭＳＳ 美作高校Ｂ

8 Ｓ６３ 2/7 津総体 男ＴＡ 5 シャトルランド ザ・スマッシュ 津山高専

男ＴＢ 13 鏡野体協 津山市役所 柵原体協

女ＴＡ 3 シャトルランド 津山レディースＡ ザ・スマッシュ

女ＴＢ 2 柵原体協 津山レディースＢ

9 Ｈ１ 2/12 津総体 男ＴＡ 3 シャトルランド ザ・スマッシュ 津山高専Ａ

男ＴＢ 11 落合クラブ 津山市役所 柵原体協

女ＴＡ 5 津山レディース シャトルランド ザ・スマッシュ

女ＴＢ 5 柵原体協 美作高校 津山商業高校

10 Ｈ２ 2/11 津総体 男ＴＡ 4 ザ・スマッシュ シャトルランド 津山市役所

男ＴＢ 10 落合クラブ 動燃 松下ＢＣ

女ＴＡ 4 津山レディース ザ・スマッシュ 美作高校Ａ

女ＴＢ 5 落合ＢＣ 津山高校Ａ 美作高校Ｂ

11 Ｈ３ 2/10 津東体 男ＴＡ 4 ザ・スマッシュ シャトルランド 津山高専

男ＴＢ 8 落合バドミントンクラブ 松下バドミントンクラブ 津山市役所

女ＴＡ 3 ザ・スマッシュＡ子 落合クラブ 柵原体協

女ＴＢ 8 ザ・スマッシュＢ子 津山東高校 美作高校Ａ

23 Ｈ１５ 2/2 津総体 男Ｔ 10 スマッシュＢＣＡ シャトルランド 柵原体協

女Ｔ 6 シャトルランド スマッシュＢＣ 久米町体協

24 Ｈ１６ 2/15 鏡野町ＳＣ 男Ｔ 14 シャトルランド Ｂ・プロジェクト 平成白鳥 石賀組

女Ｔ 7 スマッシュＢＣ シャトルランド 津山市役所バドミントン部

25 Ｈ１７ 2/6 津総体 男Ｔ 10 シャトルランド 井倉バドミントンクラブ ＨＥＩＳＥＩ白鳥組

ＴＥＡＭ　ＯＹＡＪＩＧＡＲＩ

女Ｔ 4 スマッシュＢＣ シャトルランド 久世クラブ

26 Ｈ１８ 2/5 津総体 男Ｔ 15 井倉クラブ ＪＡＥＡ すとっぱあずＲ

ＯＹＡＪＩＧＡＲＩ リターンズ

女Ｔ 9 シャトルランド スマッシュＢＣ 久世クラブ

ＨＥＩＳＥＩ白鳥組

27 Ｈ１９ 2/10 津総体 男Ｔ 10 きよまろん ズバリ決めるわよ！ シャトルランド

井倉クラブ

女Ｔ 9 シャトルランド スマッシュＢＣ きよまろん

ＨＥＩＳＥＩ白鳥組

28 Ｈ２０ 2/10 津総体 男Ｔ 10 TEAM OYAJIGARI たす OYAJI ども そんなの関係ねぇ！ シャトルランド

スマッシュＢＣ　Ｂ

女Ｔ 12 シャトルランド ローリングスター 久世クラブ

ＨＥＩＳＥＩ白鳥組

29 Ｈ２１ 2/22 津総体 男Ｔ 14 ＨＥＩＳＥＩ白鳥組（ぺ～ちゃん、ぺっ！） タイヤガーデン　ｋ'ｓ ＬＩＮＥ 明男倶楽部

シャトルランド

女Ｔ 13 ｍｂｋ ＨＥＩＳＥＩ白鳥組 シャトルランド

ローリングスター

年

　12～22 　掲載なし


