
1部

3-0
伊藤弘樹 山岡頌三郎 16-21　21-11　21-5 竹内尚 坂根泰裕

山岡萌子 藤井伊吹 21-14　21-12 後藤未季 吉岡裕美子

足立徳仁 松見彩加 21-10　21-15 布川清 下川可奈子

3-0
上野　絋義 中西陵 21-9　21-15 布川清 坂根泰裕

小畑真弓 田原恵理子 21-11　21-12 吉岡裕美子 下川可奈子

内藤誠二 上田智奈美 21-16　24-22 竹内尚 後藤未季

3-0
足立徳仁 山岡頌三郎 　23-21　21-13 内藤誠二 中西陵

山岡萌子 松見彩加 21-15　16-21　21-15 小畑真弓 田原恵理子

伊藤弘樹 藤井伊吹 18-21　21-9　21-18 上野　絋義 上田智奈美

城南Ａ 城北Ａ

城北Ａ 中舞鶴Ａ

城南Ａ 中舞鶴Ａ

市民スポーツ祭

平成25年6月2日

舞鶴東体育館



2部

1-2
泉義和 山本外茂 12-21　14-21 嵯峨根和世 仲節雄

松本優子 塩田・北野 15-21　11-21 小川房子 寺尾きよみ

片山浩 泉ひかり 21-16　21-14 上野成精 嵯峨根敦子

3-0
松見恒司 岡田幸之助 21-15　21-14 藤田陽二 東秀昭

佐藤麻美 堀江恵子 21-12　21-5 仲村雅代 曽根みどり

桝本孝夫 玉田・谷口 23-21　9-21　21-19 浅野誠 浅野美詠子

1-2
泉義和 片山浩 21-12　9-21　21-13 岡田幸之助 桝本孝夫

北野恵美子 塩田英子 13-21　7-21 佐藤麻美 玉田真弓

山本外茂 泉ひかり 14-21　14-21 松見恒司 堀江・谷口

3-0
嵯峨根和世 仲節雄 21-12　21-16 浅野誠 藤田陽二

嵯峨根敦子 小川房子 21-11　21-18 浅野美詠子 仲村雅代

上野成精 寺尾きよみ 21-23　21-13　21-18 東秀昭 曽根みどり

3-0
片山浩 山本外茂 21-13　21-16 東秀昭 浅野誠

塩田・北野 松本優子 21-14　22-20 曽根みどり 浅野美詠子

泉義和 泉ひかり 21-15　21-14 藤田陽二 仲村雅代

1-2
嵯峨根和世 仲節雄 10-21　9-21 松見恒司 桝本孝夫

嵯峨根敦子 寺尾きよみ 24-22　21-14 谷口真紀 玉田・堀江

上野成精 小川房子 13-21　8-21 岡田幸之助 佐藤麻美

白糸 城北Ｂ

城南Ｂ 志楽Ａ

白糸 城南Ｂ

城北Ｂ 志楽Ａ

白糸 志楽Ａ

城北Ｂ 城南Ｂ



3部

1-2
臼井悠希 柴田　文幸 21-15　21-12 小松勉 高田・嶽

福田晴海 上田美和子 18-21　18-21 柴田知子 藤本祐子

内村忍 亀井ひろみ 16-21　21-5　20-22 藤田一徳 藪内小百合

3-0
門脇嘉宏 永本憲司 21-16　21-14 大野英清 竹内律

新井和美 山内淳子 21-13　21-18 高橋敦子 大野由紀子

安井浩明 安井陽子 21-18　21-16 瀬野俊策 山田種子

3-0
臼井悠希 柴田　文幸 21-17　21-19 門脇嘉宏 永本憲司

福田晴海 上田美和子 21-19　21-16 新井和美 山内淳子

内村忍 亀井ひろみ 21-16　21-17 安井浩明 安井陽子

1-2
高田直行 小松・嶽 22-24　12-21 大野英清 竹内律

柴田知子 藤本祐子 19-21　15-21 大野由紀子 高橋敦子

藤田一徳 藪内小百合 21-15　21-10 瀬野俊策 山田種子

2-1
臼井悠希 内村忍 21-8　21-7 瀬野俊策 竹内律

福田晴海 上田美和子 18-21　16-21 大野由紀子 高橋敦子

柴田　文幸 亀井ひろみ 21-10　21-15 大野英清 山田種子

2-1
嶽富士郎 高田・小松 6-21　4-21 門脇嘉宏 安井浩明

柴田知子 藤本祐子 21-15　21-18 山内淳子 安井陽子

藤田一徳 藪内小百合 21-13　21-17 永本憲司 新井和美

城北Ｃ 城南

倉梯 中舞鶴Ｂ

城南 中舞鶴Ｂ

城北Ｃ 倉梯

城北Ｃ 中舞鶴Ｂ

城南 倉梯



4部

1-2
増田伸洋 林邦博 22-24　　14-21 村尾勇 上西進

四方直美 北村由佳 14-21　　11-21 池田香織 薮本由美子

井上博志 山根照子 21-10　21-12 福村一実 伊藤みほ子

2-1
岩下喜美雄 吉田栄治 15-21　17-21 梅田誉男 三谷政義

松谷真千子 吉田・谷川 21-18　21-15 水嶋きしの 植田美恵子

太田幸二 太田津喜子 21-19　12-21　21-16 吉本誠 吉本千鶴子

0-3
増田伸洋 林邦博 16-21　21-17　15-21 岩下喜美雄 吉田栄治

四方直美 山根照子 21-11　13-21　11-21 松谷真千子 吉田・谷川

井上博志 北村由佳 21-11　19-21　20-2 太田幸二 太田津喜子

0-3
福村一実 上西進 21-23　14-21 梅田・三谷 小谷宣明

池田香織 伊藤みほ子 16-21　21-13　14-21 水嶋きしの 植田美恵子

村尾勇 薮本由美子 21-17　17-21　12-21 吉本誠 吉本千鶴子

1-2
増田伸洋 林邦博 18-21　10-21 小谷宣明 三谷・梅田

山根照子 北村由佳 15-21　21-13　21-18 水嶋きしの 植田美恵子

井上博志 四方直美 15-21　17-21 吉本誠 吉本千鶴子

1-2
村尾勇 上西進 16-21　21-18　21-14 岩下喜美雄 吉田栄治

薮本由美子 伊藤みほ子 21-19　12-21　20-22 松谷真千子 吉田・谷川

福村一実 池田香織 21-19　15-21　13-21 太田幸二 太田津喜子

城北

志楽Ｂ チームＳＡＹＡ

明倫 チームＳＡＹＡ

城北志楽Ｂ

明倫 城北

明倫 志楽Ｂ

チームＳＡＹＡ


