
                                        ２０２０年１月２９日 

各 位 

十勝バドミントン協会 

会     長  森 田 精 一 

                                       社会人部長 仁 科 桂 次 

 

第３４回全十勝社会人バドミントン大会クラブ選手権 
 

１．主  催  十勝バドミントン協会 

２．期  日  ２０２０年３月８日（日） ９時００分開場、９時３０分開会式 

３．会  場  芽室町総合体育館 

４．参加資格  十勝管内のクラブチームであること 

        ・出場する選手は、令和元年度「十勝バドミントン協会」への登録が必要です。 

        ・２０２０年１月１９日現在の登録者名簿を添付しますので、登録の有無を申込責任者が 

確認し、未登録者については、登録用紙（Excel ファイル）に必要事項を記入し、必ず 

申込書と一緒に送信してください。 

５．参 加 料  参加料 １チーム９０００円、登録料 １人２５００円 

  登 録 料  申込責任者は申込書に表示された支払金額を申込期限までに下記口座へお振り込みください。 

        ・ゆうちょ銀行からの場合    記号・番号：１９０１０－４３８７２４４１ 

        ・ゆうちょ銀行以外からの場合  ゆうちょ銀行 九〇八支店（普）４３８７２４４ 

         ＊名義はいずれも「十勝バドミントン協会社会人部会」 

６．種  目  社会人（含 大学生、短大生など）男女別団体戦 

７．チ ー ム  ・１チーム「一般」「３０代」「４０代」の３つのダブルスで編成します。 

  編  成    ※同じクラブの選手、６名以上で申し込むことを基本とします。 

          ※人数が６名に満たない場合は、他のクラブから選手を補充することが可能です。 

           ・但し、同じクラブの選手が４名以上いること。 

           ・主催者側で選手の調整は行わないので、各クラブで責任をもって選手を補充し、 

トラブルが起こらないようにしてください。 

          ※補充は、いかなる場合も６名にするための補充とし、補充して７名以上にしないこと。 

        ・各クラブ、何チームでも出場可能です。 

８．試合形式  ・トーナメント戦かリーグ戦かは、チーム数により決定します。 

        ・組み合わせは、当日、抽選により決定します。 

９．参加資格  「一般」は、年齢制限なし。 

        「３０代」は、ペアー共に大会前日までに満３０才に達した者。 

        「４０代」は、ペアー共に大会前日までに満４０才に達した者。または、満３５才以上で 

二人の年齢の合計が８０才を越えた者。 

        ※規定違反については、オープン試合とします。 

１０．申し込み  電子メールを使って申し込んでください。 

①申込書（Excel ファイル）をダウンロード（http://www.tokachibad.com）します。 

②必要事項を記入し、メールに添付して送信（shakaijinbad@yahoo.co.jp）してください。 

※申し込み確認後、受付メールを返信します。受付メールが届かない場合は、申し込みが 

 完了していませんのでご注意ください。 

１１．申込期限・支払期限  ２０２０年２月２８日（金）厳守 

１２．問合わせ  不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

          携 帯  ０９０－１５２６－１８７８  社会人部長  仁 科  桂 次 



■令和元年度十勝バドミントン協会登録者名簿 令和2年1月19日：現在

NUM 氏　　名 所　属 NUM 氏　　名 所　属
1 青山　和彦 芽室 63 田口　信人 el CAMINO
2 飯山　智弘 音更 64 武川　葵 帯広市役所
3 石川　俊彦 清水 65 竹林　胤海 帯広市役所
4 石澤　慎也 ロケットパンチ 66 谷口　徹 帯広信用金庫
5 石原　義孝 帯広市役所 67 田村　誠敏 スマッシュエンジェルス
6 泉　正則 広尾 68 對馬　秀基 IMPACT
7 板矢　圭太 タイセイ飼料 69 寺澤　諒 タイセイ飼料
8 板矢　豊 音更 70 十川　和也 スマッシュエンジェルス
9 入江　広 音更 71 豊田　睦 WBC
10 上山　和成 el CAMINO 72 永井　朋文 スマッシュエンジェルス
11 内海　恭太 タイセイ飼料 73 中島　良 音更
12 恵田　優輝 Infini 74 仲野　公章 ロケットパンチ
13 大井　渓介 タイセイ飼料 75 中村　和也 IMPACT
14 大久保　雄太 タイセイ飼料 76 中村　翔太郎 向日葵
15 太田　敦 帯広市役所 77 中山　一寿 向日葵
16 太田　祐介 スマッシュエンジェルス 78 成田　克也 音更
17 大塚　淳 鈴蘭フレバド 79 成田　佑二 帯広信用金庫
18 小川　翔 鈴蘭フレバド 80 西口　勇暉 帯広市役所
19 奥秋　正 音更 81 仁科　桂次 池田
20 奥山　文弥 大樹 82 橋爪　健太朗 浦幌
21 折笠　孝行 el CAMINO 83 橋爪　大輔 足寄
22 貝谷　光秀 向日葵 84 八田　浩一 芽室
23 片山　讓治 WBC 85 早川　勇樹 音更
24 金田　一幸 帯広市役所 86 半田　淳 スマッシュエンジェルス
25 加納　章 WBC 87 平岡　貴 IMPACT
26 川口　聖也 広尾 88 平田　清志郎 帯広市役所
27 川崎　勝美 向日葵 89 平野　拓弥 IMPACT
28 河西　和身 幕別 90 平山　治照 ロケットパンチ
29 川元　亮太 帯広信用金庫 91 福島　一雄 音更
30 木村　寛 芽室 92 古市　雄司 スマッシュエンジェルス
31 工藤　魁人 帯広市役所 93 細田　帆人 タイセイ飼料
32 後藤　靖興 ナイアンティック 94 堀川　浩克 向日葵
33 後藤　洋輔 ナイアンティック 95 前道　一成 ナイアンティック
34 衣原　優紀 Aegis 96 松岡　克好 幕別
35 斎藤　真 清水 97 松岡　政年 帯広信用金庫
36 境田　亮介 タイセイ飼料 98 松原　昭美 池田
37 坂本　隆太 Aegis 99 松原　啓太 芽室
38 佐々木　裕行 スマッシュエンジェルス 100 松原　卓也 ウエモンズハート
39 佐々木　洋一 本別 101 丸山　大樹 帯広市役所
40 佐藤　栄三 Esperanza 102 水野　慎二 ナイアンティック
41 佐藤　拓弥 ロケットパンチ 103 水野　裕一 ナイアンティック
42 佐藤　優太朗 スマッシュエンジェルス 104 村中　和雄 幕別
43 佐藤　亮介 大樹 105 最上　繁人 鹿追
44 渋谷　翔平 幕別 106 森　政樹 音更
45 島田　将樹 IMPACT 107 守田　景輔 清水
46 嶋田　弥 幕別 108 門馬　良一 向日葵
47 清水　一輝 YAMAKIYO 109 矢野　徹雄 幕別
48 下野　正 豊頃 110 矢野　裕介 Infini
49 進藤　紘聖 帯広市役所 111 山口　由貴 YAMAKIYO
50 杉村　海飛 鈴蘭フレバド 112 山崎　剛 帯広市役所
51 洲合　雄映 鈴蘭フレバド 113 山中　勇務 広尾
52 鈴木　康晴 帯広信用金庫 114 山本　貴郎 R.S.SEED
53 鈴木　陸大 Aegis 115 弓削　翔太 鈴蘭フレバド
54 関井　祐太 浦幌 116 横井　允雄 向日葵
55 高崎　泰一 ロケットパンチ 117 横内　祐樹 鈴蘭フレバド
56 高野　拓己 タイセイ飼料 118 横山　忍 el CAMINO
57 高橋　一郎 清水 119 横山　隆 清水
58 高橋　進 帯広 120 吉川　洋史 IMPACT
59 高橋　史圭 スマッシュエンジェルス 121 吉田　孝志 el CAMINO
60 高山　大樹 芽室 122 吉田　雅弥 Aegis
61 滝口　太郎 ナイアンティック 123 和賀　純一 池田
62 瀧澤　修司 本別



■令和元年度十勝バドミントン協会登録者名簿 令和2年1月19日：現在

NUM 氏　　名 所　属 NUM 氏　　名 所　属
1 青木　知子 水鳥クラブ 61 中西　琴乃 スマッシュエンジェルス
2 青山　美幸 水鳥クラブ 62 永原　沙也香 芽室
3 安楽　信子 水鳥クラブ 63 中村　久美子 音更
4 飯山　裕子 音更 64 中村　華 芽室
5 池田　彩綺 芽室 65 中村　みゆき 音更
6 石間　悦子 水鳥クラブ 66 中山　麻依子 向日葵
7 泉　実保 水鳥クラブ 67 中山　みなえ ナイアンティック
8 五十川　秀子 芽室 68 成田　初世 IMPACT
9 伊藤　奈穂子 水鳥クラブ 69 西尾　真衣 帯広信用金庫
10 伊藤　遼 芽室 70 橋本　樹璃 芽室
11 上田　可菜子 大樹 71 長谷川　愛 スマッシュエンジェルス
12 内田　楓子 帯広信用金庫 72 林　佳奈 タイセイ飼料
13 内田　雪子 水鳥クラブ 73 林　知恵美 芽室
14 遠藤　篤海 スマッシュエンジェルス 74 針生　香奈恵 WBC
15 遠藤　悠子 幕別 75 東原　美樹 芽室
16 大井　梨沙 タイセイ飼料 76 比内　愛美 IMPACT
17 大野　愛加 IMPACT 77 平原　里華 WBC
18 大松澤　友里恵 スマッシュエンジェルス 78 廣尾　眞子 タイセイ飼料
19 小笠原　ゆうこ 芽室 79 深松　とし子 音更
20 岡部　園恵 水鳥クラブ 80 福原　真琴 ナイアンティック
21 小川　ゆみ 向日葵 81 藤本　楓 帯広
22 納　和乃 水鳥クラブ 82 細田　美津子 水鳥クラブ
23 小關　芹華 IMPACT 83 牧野　華菜子 芽室
24 川岸　理恵 池田 84 松原　喜美子 芽室
25 河瀬　夏子 向日葵 85 松原　早紀 ウエモンズハート
26 川村　野乃花 大空 86 松原　環 池田
27 河村　初恵 芽室 87 三浦　静江 芽室
28 木村　静香 WBC 88 蜜石　百里 スマッシュエンジェルス
29 木村　未来 向日葵 89 光川　瑠乃 芽室
30 形部　優菜 芽室 90 光澤　彩花 IMPACT
31 草森　静香 幕別 91 村中　公子 幕別
32 倉内　みどり ロケットパンチ 92 室﨑　春香 IMPACT
33 甲田　洋子 新得 93 矢野　真奈美 ウエモンズハート
34 後藤　美咲 ナイアンティック 94 山崎　美香 WBC
35 小林　江津子 音更 95 山下　典子 音更
36 境田　美穂 タイセイ飼料 96 山西　美奈子 本別
37 坂崎　啓子 水鳥クラブ 97 山本　直美 水鳥クラブ
38 佐藤　菜緒 IMPACT 98 吉田　祥子 芽室
39 渋谷　茜 幕別 99 渡邊　八草美 向日葵
40 渋谷　裕貴子 スマッシュエンジェルス 100 渡部　紋可 芽室
41 島尻　尚世 帯広レディース
42 清水　さなえ 幕別
43 菅沼　千穂 ナイアンティック
44 菅原　さやか 大樹
45 菅原　美咲 忠類
46 須田　みどり 水鳥クラブ
47 高倉　彩 ナイアンティック
48 高橋　泉 向日葵
49 髙橋　恵子 向日葵
50 高橋　初菜 帯広市
51 高橋　ひろみ 水鳥クラブ
52 武田　かおる 音更
53 只野　未紅 帯広信用金庫
54 舘野　夏実 芽室
55 舘野　真由美 芽室
56 田中　明美 池田
57 中鉢　望 向日葵
58 土田　陽子 幕別
59 所　和恵 帯広レディース
60 冨波　佳澄 広尾


