
中日新聞社　津支局　様 2022年9月17日(土)・18日(日)

写し：四日市体育協会　若波様 四日市市総合体育館

第85回 四日市市民バドミントン大会  入賞者一覧表 2022．9.17－18

四日市市総合体育館 四日市市バドミントン協会

高橋　隆芳 三菱ケミカル 宍戸　基 泊山クラブ 辻　雄介 KGB

松永　英則 三菱ケミカル 中島　正人 桜 大森　圭二 保々

東　大地 桜 細江　信文 山手バドミントン 松原　伸幸 Wing・dears

東　太朗 桜 北野　佳伸 山手バドミントン 森山　唯史 三菱ケミカル

中野　和寿 かとう組 大野  静夫 ＦＯＸクラブ 水越　雄太 Celestial Being

土井　吉光 大矢知 松永  英樹 ＦＯＸクラブ 高木　健司 Celestial Being

渡部　陽菜 みえ北勢クラブ 成田　亜美 みえ北勢クラブ 舘  杏佳 保々

林　優希 みえ北勢クラブ 金子　暉 みえ北勢クラブ 吉本  雛子 保々

上野　道代 霞クラブ 河合  楓 保々 阿比留　優花 川島

横溝　沙希 三菱ガス化学 林  七海 NAGI.BC 川口　和花奈 KGB

伊藤　美帆 かとう組 服部　志乃 保々 水谷　美幸 霞クラブ

伊藤　緑 かとう組 横田　咲子 富田 竹内美栄子 霞クラブ

舟田  暉 保々 宍戸　基 泊山クラブ 井上　智明 コスモ石油

森  明都沙 保々 渡部　陽菜 みえ北勢クラブ 小林　楓 NAGI.BC

中島　正人 桜 西川　明秀 かとう組 出口　洋也 泊山クラブ

風見　栄里子 Wing・dears 金丸　あすみ かとう組 川嶋　亜矢子 山田研究所

西村　和也 内部 山田　直彦 山田研究所 阿部　信幸 泊山クラブ

植田　みずな 内部 青山　里美 霞クラブ 服部　志乃 保々

菅原　秀 ときわ 佐野　弘 かとう組 森　哲志 緑会

菅原　里美 ときわ 出口　みよ かとう組 因　リカ 緑会

松原　伸幸 Wing・dears 上野　健一 三重西 山本  俊太郎 保々

松原　真弓 Wing・dears 伊藤　芳美 三重西 織部  明美 保々

山田　湊平 ときわジュニア 村木勇太 笹川ジュニア 小森翔太郎 笹川ジュニア

齋藤　蒼介 ときわジュニア 山中大和 笹川ジュニア 世古悠隼 笹川ジュニア

相原　乙芭 笹川ジュニア 早川　葵 ときわジュニア 岩川　亜矢 ときわジュニア

奥山　茉那 笹川ジュニア 岩渕　陽葵 ときわジュニア 世古　桜 ときわジュニア

永坂　彩 ときわジュニア 渡辺　志道 ときわジュニア 安藤　湊 笹川ジュニア

坂下　明音 ときわジュニア 井垣晴斗 ときわジュニア 伊藤彰宏 笹川ジュニア

田島　隼人 常磐中学校 池田　琉空 川越スポ少 秋山　翔 四日市ジュニア

成瀬　泰士 常磐中学校 松岡　翼 川越スポ少 山川　大輝 四日市ジュニア

大久保　槙 常磐中学校 本野　晴太朗 川越中学校 石川　尚 常磐中学校

山梨　煌貴 常磐中学校 伊藤　慧 川越中学校 下方　理玖 常磐中学校

大石　乃愛 川越中学校 矢野　双葉 四日市ジュニア 相原　菜芭 四日市ジュニア

保井　亜子 川越中学校 坂下　和奏 四日市ジュニア 束田　涼華 四日市ジュニア

伊藤　心 川越中学校 太田　乙姫 川越中学校 川島　碧空 川越中学校

出口　結愛 川越中学校 柴原　由奈 川越中学校 水越　心優 川越中学校

平山　淳史 四日市農芸 井上　知優 四中工 高梨　颯 四日市

坂本　圭汰 四日市農芸 林　直哉 四中工 伴野　優貴 四日市

太田心優華 四日市農芸 渡辺　俐月 川越 渡邉　理央 メリノール学院

風見心美 四日市農芸 近藤　凪紗 川越 豊田　美海 メリノール学院
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