
主　　催 滋賀県　滋賀県教育委員会　（財）滋賀県体育協会　

滋賀県スポーツ・レクリエーション協会

東近江市　東近江市教育委員会

共　　催 中 日 新 聞 社

後　　援 滋賀県体育指導委員協議会  東近江市バドミントン協会

主　　管 滋賀県バドミントン協会

滋賀県バドミントン協会シニア連盟 

期　　日 平成 ２９年 ５ 月 ２８ 日（日）

会　　場 東近江市「能登川スポーツセンター」

大会長 藤　原　健　二

実行委員長 小　梶　隆　司

副実行委員長 前　田　憲　宏　

競技役員長 中　村　忠　男

副競技役員長 武　田　佐　代　子

競技審判部長 佐　治　達　三　

競技運営役員 

岡井　信太郎 ・ 樋口　京子 ・ 中村　幸雄

出路　美喜子 ・ 中村　悦子 ・ 宮澤　久男

天野　政治 ・ 上田　耕 ・ 清原　規子 ・ 葛川  修

花澤　誠 ・ 野田　義弘 ・ 野木  秀 樹 

会場責任者 中村　幸雄

　　平成２９年度「滋賀県民総スポーツの祭典」

           　滋賀県スポーツ・レクリエーション大会の部

年 齢 別 バ ド ミ ン ト ン 交 流 会

【試合結果】
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セブン
オクロック

ＴＢＡ fake びわ湖48 H－Backs 勝・敗 順位

1
セブン

オクロック １－２ ２－１ １－２ ３－０
２－２

（７－４）
３

2 ＴＢＡ ２－１ ０－３ ０－３ ３－０
２－２

（５－７）
４

3 fake １－２ ３－０ １－２ ３－０
オープン

２－２
（８－４）

２

4 びわ湖48 ２－１ ３－０ ２－１ ３－０ ４－０ １

5 H－Backs ０－３ ０－３ ０－３
オープン

０－３ ０－４ ５

※　2位～4位はゲーム取得率にて順位決定

２５０歳以上　選手名簿

チーム名 監督

岡本 のぞみ 西岡　晃子 佐竹　充子

井上　家一 河分　大介 佐竹　和浩

藤野　明美 岩朝 砂恵子 梶谷　明美 佐々木 明美

石田　幸弘 井田　辰章 伊崎　広志 中島　　勲

谷口　啓子 上岡 美奈子 井上　絵理

谷口　浩一 上岡　陽一 杉田　隼人

勝山　直子 尾上　真紀 中嶋　純子

中嶋　　勝 小口　雅也 志田　　宏 小梶　隆司

奥村　理恵 玉川　典子 杦原　奈穂

中島　弘貴 西村　芳信 和田　　健 横江　伸浩 吉江　誠

２５０歳以上

セブン
オクロック
（２７６歳）

佐竹　和浩

びわ湖48
(262～293歳)

小梶　隆司

ＴＢＡ
(276～297歳)

中島　　勲

H－Backs
(252～275歳)

中島　弘貴

fake
(251歳)

谷口　浩一

選手名
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米原フレンドＡ 米原フレンドＢ ＫＢＡ３０６ オレクロ 勝・敗 順位

1 米原フレンドＡ ２－１ ０－３ １－２ １－２ ３

2 米原フレンドＢ １－２ ０－３ ０－３ ０－３ ４

3 ＫＢＡ３０６ ３－０ ３－０ ３－０ ３－０ １

4 オレクロ ２－１ ３－０ ０－３ ２－１ ２

３００歳以上　選手名簿

チーム名 監督

田中　亜季 中川　美和 奥村　紀子

樋口　剛士 川瀬　邦夫 河村　博紀

山口　幸子 西澤　君江 浅野 めぐみ 武田 佐代子

北川　友章 能政　孝雄 葛川　　修 西口　善永

小島　紀子 沼田 ひろみ 田井　孝子

中西　仁史 奥津　達弥 中村　忠男 田辺　　聡

山田　智美 森　　紀子 清原　規子

前田　憲宏 杉本　匡史 渡辺　崇純

オレクロ
(324歳)

前田　憲宏

米原フレンドＡ
(307歳)

樋口　剛士

３００歳以上

米原フレンドＢ
(334歳～350歳)

葛川　　修

選手名

ＫＢＡ３０６
(294～314歳)

中村　忠男
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滋賀シニア
オールド

With S・G・M　 たちばな ＯＣＭＣバド会 勝・敗 順位

1
滋賀シニア
オールド ０－３ ２－１ ３－０ ２－１ ２

2 With S・G・M　 ３－０ ３－０ ３－０ ３－０ １

3 たちばな １－２ ０－３ ３－０ １－２
３

（１）

4 ＯＣＭＣバド会 ０－３ ０－３ ０－３ ０－３
４

（２）

３５０歳以上　選手名簿

チーム名 監督

出路 美喜子 増田　久子 中村　悦子

岡井 信太郎 高橋　恒雄 垣岩　孝一

川崎　順子 東野　昌代 小倉 理津子

横山　昌弘 野木　秀樹 天野　政治

初級者　選手名簿

チーム名 監督

臼井 恵美子 鈴木　成子

松本　健二 高橋　一樹 小財　良太 北川　弘二

茂森 実可子 徳本　姫衣 関根　優佳 江畑　里美

茂森　賢太 三上　友寛 山岡　竜也 宗像　　潤

選手名

選手名

３５０歳以上・初級者

たちばな 松本　健二

ＯＣＭＣバド会 茂森　賢太

滋賀シニアオー
ルド(402歳)

岡井 信太郎

With S・G・M
（ウイズ　エス・

ジィ・エム）
(354歳)

横山　昌弘
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日本マスターズ滋賀県予選（申込者）

男子 保科　正浩 女子 近藤　晴美

田邊　一夫 西川　茂美

野木　秀樹 前田　憲宏 川崎　順子 吉崎　美智子

天野　政治 杉本　匡史 東野　昌代 田邊　弥生

中村　忠男 小梶　隆司 植西　秀子

横山　昌弘 増田　伊知郎 樋口　京子

日本マスターズ滋賀県予選会

⑦男子55歳以上

野木　秀樹

天野　政治 　２

前田　憲宏 　０

杉本　匡史

⑧男子60歳以上

中村　忠男

横山　昌弘 　２

小梶　隆司 キケン 　０

増田 伊知郎

⑩女子55歳以上

川崎　順子

東野　昌代 　０

吉崎 美智子 　２

田邊　弥生

田邊　弥生

野木　秀樹

天野　政治

横山　昌弘

中村　忠男

吉崎 美智子

⑦55歳以上 ⑩55歳以上

⑧60歳以上 ⑪60歳以上

⑥50歳以上 ⑨50歳以上
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6／6

団体戦 会場：東近江市「能登川スポーツセンター」

1位 2位 3位

たちばな ＯＣＭＣバド会

臼井 恵美子・鈴木　成子・松本　健二
高橋　一樹・小財　良太・北川　弘二

茂森 実可子・徳本 姫衣・関根 優佳・江畑 里美
茂森 賢太・三上 友寛・山岡 竜也・宗像 潤

びわ湖48 fake セブンオクロック

勝山　直子・尾上　真紀・中嶋　純子
中嶋 勝・小口 雅也・志田 宏・小梶 隆司

谷口　啓子・上岡 美奈子・井上　絵理
谷口　浩一・上岡　陽一・杉田　隼人

岡本 のぞみ・西岡　晃子・佐竹　充子
井上　家一・河分　大介・佐竹　和浩

ＫＢＡ３０６ オレクロ 米原フレンドＡ

小島　紀子・沼田 ひろみ・田井　孝子
中西 仁史・奥津 達弥・中村 忠男・田辺 聡

山田　智美・森　　紀子・清原　規子
前田　憲宏・杉本　匡史・渡辺　崇純

田中　亜季・中川　美和・奥村　紀子
樋口　剛士・川瀬　邦夫・河村　博紀

With S・G・M
（ウイズ　エス・ジィ・エム） 滋賀シニアオールド

川崎　順子・東野　昌代・小倉 理津子
横山　昌弘・野木　秀樹・天野　政治

出路 美喜子・増田　久子・中村　悦子
岡井 信太郎・高橋　恒雄・垣岩　孝一

種目 代表選手

⑥男子50歳以上 保科　正浩・田邊　一夫

⑦男子55歳以上 野木　秀樹・天野　政治

⑧男子60歳以上 中村　忠男・横山　昌弘

⑨女子50歳以上 近藤　晴美・西川　茂美

⑩女子55歳以上 吉崎　美智子・田邊　弥生

⑪女子60歳以上 植西　秀子・樋口　京子

日本スポーツマスターズ滋賀県予選

平成２９年度「滋賀県民総スポーツの祭典」
           滋賀県スポーツ・レクレーション大会の部

年齢別バドミントン交流会
平成２９年(２０１７年） ５月 ２８日(日）

③合計年齢
250歳以上

④合計年齢
300歳以上

⑤合計年齢
350歳以上

①初級者
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