
H30年12月9日(日)　
阿賀野市ささかみ体育館

阿賀野市笹神中学校体育館

1位 2位 3位 3位

田中 勇二 本間 正人 石塚 裕美
親子ダブルス 　　　莉央 (4年) 　　 　胡桃 (3年)  　　　叶愛 (2年)
（低学年の部） （水原ジュニア) （神山ジュニア) (水原ジュニア)

前田　義憲 星野 梨香 長谷川江津子
親子ダブルス 　 　　愛叶 (5年) 　　　愛梨 (6年)  　　　幸 (6年)
（高学年の部） (水原ジュニア) (水原ジュニア) (水原ジュニア)

中村 麻優 山口 玖美 大倉 真央 飯島 真衣
ミックスAクラス 小西 友朗 川崎 永人 柄澤　一斗 阿部 俊

（黒崎町緑羽会） (ペパーミント) （黒崎町緑羽会） (スポーツショップラン)

加納 奈津子 斉藤 知奈 伊藤 一葉 九貫 かおる
ミックスBクラス 加藤  申也 松山 重仁 佐久間 達朗 青木 雅之

(チーム川村） （あすなろ会） (チーム川村） (礎クラブ)

齋藤 歩未 広瀬 元美 小林 明子
ミックスCクラス 上田 優司 村山 裕之 河野 真吾

(ゼニぱんだ) (スポーツショップラン) （snow style）

田中 杏実 原  彩佳 田中 麻子 渡辺 香里
ミックスDクラス 加藤 優希 広川 正樹 佐藤 俊英 鹿野  洋

(水原ジュニア) （ Ｉ．Ｂ．Ｃ ） （ビッグヘッド） （ Ｉ．Ｂ．Ｃ ）

丸山 直紀 荒木 哲郎 遠藤 峻秀 笹川 裕史
男子 Aクラス 松山 重仁 長谷川 真世 櫛谷 健悟 鶴巻　　知

（あすなろ会）  ( ＢＢＣ ) （ 昇陽会 ） （ 昇陽会 ）

佐久間 達朗 板屋越 暎斗 榎本 庄太 村山 裕之
男子 Bクラス 加藤  申也 岩井 遼祐 横山 和志 阿部 俊

(チーム川村） （ 昇陽会 ）  ( ＢＢＣ ) (スポーツショップラン)

田中  郁 堀川  岳 本間 政好 坂上 和也
男子 Cクラス 河野 真吾 宮澤 隆宏 錦織 光 会田 裕明 

（snow style） （フェニックスⅢ） （新発田アトム） （メガネマンず）

林  協亮 広川 正樹 長谷川 誠
男子 Dクラス 野本  雅 鹿野  洋 若月 大夢

（ Ｉ．Ｂ．Ｃ ） （ Ｉ．Ｂ．Ｃ ） （ＬＡＦＵ-らふ-）

小田 みどり 山口　玖美 加藤 千聖 音田 真希
女子 Aクラス 中村 麻優 高橋華菜枝 山賀 千咲 南澤  円

（黒崎町緑羽会） （ 昇陽会 ） （笹神中学校）  ( ＢＢＣ )

遠藤 祐奈 目﨑 舞桜 高橋 実桜
女子 Bクラス 目﨑  澪 遠藤 愛加 川見 友美

（Ｇ・スピリッツ/新潟大学） (にじいろはにー) （ 昇陽会 ）

大野 綾香 渡邉 未来 豊島沙衣子 矢口 真央
女子 Cクラス 　五十嵐 夏穂 水澤 佑月 田村 鮎美 白井 美咲

（神山ジュニア) （新発田アトム） (スポーツショップラン) （ＬＡＦＵ-らふ-）

前田 夢叶 石塚　裕美 坪野 カノン 下野 京香
女子 Dクラス 田中 杏実 和泉田久子 山名咲也野 林 莉桜

（阿賀野ＢＣ） （フレッシュ） （神山ジュニア) （新発田中央高校）

第14回 阿賀野市バドミントンダブルス大会　結果


