
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 ２８ 年 ５ 月 ２９ 日（日）

会　　場 東近江市「能登川スポーツセンター」

大会長 澤    　長　壽

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 ・ 野木  秀樹

天野　政治 ・ 清原　規子 ・ 葛川  修 ・ 宮澤　久男

花澤　誠 ・ 野田　義弘 ・ 上田　耕

会場責任者 中村　幸雄

　　平成２８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

fake

Ｉｔ’ｓ　ベストＹ&
Ｙ　(コミスポＹ
とＹ・Ｆｒｉｅｎｎｄ

ｓ）

ＴＢＡ② 勝・敗 順位

1
セブン

オクロック ２－１ ２－１ ２－１ ３－０ １

2 fake １－２ ０－３ ２－１ １－２ ３

3
Ｉｔ’ｓ　ベストＹ&Ｙ
(コミスポＹとＹ・Ｆｒ

ｉｅｎｎｄｓ）
１－２ ３－０ ３－０ ２－１ ２

4 ＴＢＡ② １－２ １－２ ０－３ ０－３ ４

合計年齢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 鈴村　祥史 佐竹　和浩

西川　茂美 丸山 由美子 平尾 由里子

藤井　盛浩 小梶　隆司 村山　弘晃

藤野　明美 岩朝 砂恵子 梶谷　明美

石田　幸弘 大江　将樹 伊崎　広志 中島　　勲

池村 美佳子 鷺村　康子 井上　絵理 吉崎 美智子

杉田　隼人 北野　哲哉 水迫　浩昭
fake 水迫　浩昭

選手名

合計年齢２５０歳以上

セブン
オクロック

佐竹　和浩

Ｉｔ’ｓ　ベストＹ&
Ｙ　(コミスポＹと
Ｙ・Ｆｒｉｅｎｎｄｓ）

小梶　隆司

ＴＢＡ② 中島　　勲
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Ａゾーン

米原フレンド ＴＢＡ① チーム日吉台 オレクロ① 勝・敗 順位

1 米原フレンド ０－３ １－２ １－２
０－２

（０－３）
3

2 ＴＢＡ① ３－０ ３－０ ２－１
２－０

（３－０）
１

3 チーム日吉台 ２－１ ０－３ １－２
１－１

（１－２）
２

4 オレクロ① ２－１ １－２ ２－１ （２－１） －

Ａゾーン１位（３００歳以上） Ｂゾーン１位（３００歳以上）

1 2

Ａゾーン２位（３００歳以上） Ｂゾーン２位（３００歳以上）

2 1

合計年齢３００歳以上　選手名簿

チーム名 監督

山田　智美 森　紀子 青山　好子

渡辺　崇純 杉本　匡史 三橋　明

川崎　順子 東野　昌代 富樫　友美

横山　昌弘 野木　秀樹 富樫　太一

岡本　　彩 小島　紀子 萬木　明美

中西　仁史 奥津　達弥 中村　忠男

瀬河　真弓 澤田 富美子 藤井　京子

澁谷　　隆 泉　隆也 今井　祥順

山下 ふみこ 西澤　君江 浅野 めぐみ

北川　友章 西村　淳 能政　孝雄 葛川　修

出路 美喜子 増田　久子 松本　豊

岡井 信太郎 高橋　恒雄 小川　博士

米原フレンド 北川　友章

チーム日吉台 岡井 信太郎

チーム３０２
（サンマルニ）

横山　昌弘

どたバドくらぶ 瀬河　真弓

選手名

ＴＢＡ① 中村　忠男

オレクロ② 渡辺　崇純

ＴＢＡ① チーム３０２

チーム日吉台 オレクロ②

合計年齢３００歳・３５０歳以上
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Ｂゾーン

オレクロ② どたバドくらぶ
チーム３０２
（サンマルニ）

チームニコニコ 勝・敗 順位

1 オレクロ② ３－０ ０－３ ３－０
１－１

（２－１）
２

2 どたバドくらぶ ０－３ ０－３ ２－１
０－２

（１－２）
3

3
チーム３０２
（サンマルニ） ３－０ ３－０ ３－０

２－０
（３－０）

１

4 チームニコニコ ０－３ １－２ ０－３ （０－３） －

Ａゾーン３位（３００歳以上） Ｂゾーン３位（３００歳以上）

2 1

Ａゾーン（３５０歳以上） Ｂゾーン（３５０歳以上）

3 0

合計年齢３５０歳以上　選手名簿

チーム名 監督

森　由美子 樋口　京子 清原　規子

前田　憲宏 天野　政治 松岡　雅晴

鈴木 きみ江 中村　悦子 武田 佐代子

中村　幸男 佐治　達三 谷村　定義

選手名

オレクロ① 前田　憲宏

チームニコニコ 武田 佐代子

合計年齢３００歳・３５０歳以上

米原フレンド どたバドくらぶ

オレクロ① チームニコニコ
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5／5

会場：東近江市「能登川スポーツセンター」

1位 2位 3位

セブンオクロック Ｉｔ’ｓ　ベストＹ&Ｙ ｆａｋｅ

岡本のぞみ・西岡　晃子・佐竹　充子
井上　家一・鈴村　祥史・佐竹　和浩

西川　茂美・丸山 由美子・平尾 由里子
藤井　盛浩・小梶　隆司・村山　弘晃

池村 美佳子・鷺村　康子・井上　絵理
・杉田　隼人・北野　哲哉・水迫　浩昭

チーム３０２ ＴＢＡ① チーム日吉台

川崎　順子・東野　昌代・富樫　友美
・横山　昌弘・野木　秀樹・富樫　太一

岡本　　彩・小島　紀子・萬木　明美
・中西　仁史・奥津　達弥・中村　忠男

出路 美喜子・増田　久子・松本　豊
・岡井 信太郎・高橋　恒雄・小川　博士

オレクロ① チームニコニコ

森　由美子・樋口　京子・清原　規子
・前田　憲宏・天野　政治・松岡　雅晴

鈴木 きみ江・中村　悦子・武田 佐代子
・中村　幸男・佐治　達三・谷村　定義

団体戦
　　　男子ダブルス・女子ダブルス・混合ダブルスの３試合

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

平成２８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２８年(２０１６年） ５月 ２９日(日）


