
大会名

会　　場

参加数

　３０歳以上男子シングルス 花本　大地 鳥取県 山﨑　竜次 岡山県 河村　光将 山口県 藤本　和宏 岡山県 35

　４０歳以上男子シングルス 吉川　応史 山口県 田中　敬 岡山県 池内　輝 鳥取県 足立　幸夫 鳥取県 28

　５０歳以上男子シングルス 曽我部　義之 広島県 宮崎　雅一 鳥取県 岡田　浩司 山口県 前久保　貞見 広島県 18

　６０歳以上男子シングルス 中堀　清 岡山県 安田　央 岡山県 子川　桂二 岡山県 佐藤　一郎 岡山県 14

　６５歳以上男子シングルス 山本　正人 鳥取県 中山　睦雄 岡山県 北井　勝義 岡山県 松本　克芳 山口県 14

　７０歳以上男子シングルス 片山　雅博 岡山県 久山　勇雄 岡山県 水崎　敏明 山口県 綾城　明美 山口県 10

花本　大地 田中　悠貴 小宮山　元 森重　貴

出石　哲也 青見　将吾 山平　直輝 石原　大資

田中　敬 池内　輝 山崎　敦司 川田　輝夫

真木　宏之 足立　幸夫 北川　勇 小田　悟史

濱野　貢揮 安藤　義光 三嶋　貴之 中本　廣

前久保　貞見 高瀬　充広 森本　秀俊 浜田　一也

河村　則彦 角田　秀行 山村　和夫 田村　敦

藤田　進 福井　政夫 笹口　浩基 神杉　勝正

畠中　弘司 山本　正人 林　栄植 田原　清吾

原田　英一 栗村　敏正 向井　健次 藤原　保司

田中　博美 片山　雅博 中田　正 臼井　正徳

嘉屋　正志 吉原　俊治 川崎　信義 末岡　通典

　３０歳以上女子シングルス 小田　千恵子 広島県 田村　ひとみ 山口県 廣兼　実穂 山口県 古小路　唯 広島県 4

　４０歳以上女子シングルス 竹谷　経子 山口県 大戸　記代子 山口県 宮地　優子 広島県 杉原　加寿子 山口県 4

　５０歳以上女子シングルス 香山　百合子 岡山県 俵　まり 山口県 廣兼　敏志子 山口県 龍田　早苗 広島県 11

中村　恵子 長廣　貴美子 藤岡　久美 本山　奈緒

小田　千恵子 田村　ひとみ 古小路　唯 村上　真由美

高橋　綾子 山下　良依 吉川　静香 林　久枝

井手　久恵 仁後　清美 河野　美穂 岩本　麻紀

岩本　洋子 寺田　みどり 西尾　依美 川本　ゆきみ

澄田　明美 半澤　雅美 彦田　美穂 村上　由美子

赤澤　五月 中野　光子 中川　みち 桑田　敬子

後藤　恵 本川　典子 清水　世津子 中村　晴子

角　美智子 木村　友子 藤田　みどり 植田　宣子

平河　千鶴 細木　明美 関城　聖子 藤九　明美

中村　光子 山本　政美 花本　栄子 古城　周子

山中　美知子 上田　由美子 下﨑　惠子 植野　寿美子

川田　輝夫 西濱　正人 森永　敬宣 広地　伸也

中村　恵子 瀬川　友紀 中村　忍 藤原　さと子

安藤　義光 山領　篤 笹口　浩基 高瀬　充広

山下　良依 彦田　美穂 清水　博美 丸山　美香

神杉　勝正 岩本　彰 讃井　起真 畠中　弘司

中川　みち 稲田　阿美 池田　素子 畠中　惠子

原田　栄一 林　栄植 藤原　保司 田原　清吾

松村　美千代 林　美恵子 藤九　明美 今井　喜久江

花本　一一 松本　研一 田中　博美 坂本　睦義

花本　栄子 古澤　道子 植野　寿美子 山本　政美

合計

742

　６５歳以上混合ダブルス 山口県 広島県 岡山県

　５０歳以上混合ダブルス

　６０歳以上混合ダブルス 山口県

岡山県 14

岡山県 20

60

　４０歳以上男子ダブルス

岡山県 22

　６５歳以上女子ダブルス 広島県 島根県 広島県

　６５歳以上男子ダブルス 山口県 鳥取県 広島県

　４０歳以上女子ダブルス

　３０歳以上女子ダブルス

広島県

山口県 広島県

山口県 広島県 山口県岡山県

山口県

鳥取県岡山県

広島県 山口県 広島県 広島県

山口県 山口県広島県 広島県

連絡先 秋元　直幸 　ＴＥＬ

　０９０－４５７６－６２０９

20山口県 鳥取県 山口県

　６０歳以上女子ダブルス 24

　４０歳以上混合ダブルス 68

岡山県 山口県

52

　５０歳以上女子ダブルス 64

岡山県 岡山県

山口県

26

広島県鳥取県

広島県

18

58山口県

64

　５０歳以上男子ダブルス 52

岡山県

24

鳥取県

　６０歳以上男子ダブルス

準優勝 ３　位

　３０歳以上男子ダブルス 鳥取県 山口県 山口県

岡山県広島県

　第２２回中国地区シニアバドミントン選手権大会

　キリンビバレッジ
　　周南総合スポーツセンター

開　催　日 　令和３年１０月２９日（金）～３１日（日）

種　目 優　勝 ３　位

広島県 鳥取県 岡山県山口県

岡山県 広島県

　７０歳以上男子ダブルス 山口県 岡山県 山口県 山口県

　７０歳以上女子ダブルス 山口県 広島県 山口県 山口県 8

　７０歳以上混合ダブルス 広島県 山口県 山口県 広島県 10


