
（開催地） 都道府県対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

会　　場 クラブ対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

（千葉県） 大阪府　 埼玉県 奈良県 千葉県Ａ
監督　村井広美 監督 大塚かつ江 監督　滝本弘子 監督　佐藤和美

H12 押切  松本  竹田 中条  村田  渡辺 福本  土庵  南浦 小菅  久保  平川

7/26 　千葉ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ 宮崎  松井  植野 小林  小島  合田 川前  川口  山本 米沢  伊嶋  星野

廣瀬  木田  山辺 松本  本田  岡田 児玉  板谷  梅原 鈴木  大村  小幡

～

　千葉県 西条ﾊﾞｰﾄﾞ 岡崎ﾌｪﾆｯｸｽ 下松ミラクル 若菜ｸﾗﾌﾞ

　　総合体育館 （愛媛） （愛知） （山口） （千葉）

監督　小橋和子 監督　大橋恵子 監督　長峰恵子 監督　仲田泰子

7/28 　ｽﾎﾟｰﾂ化学 小橋  可児  曽我部 加世田  長田  小川 山中  中村  長嶺 松本  沢辺  篠崎

　　　総合ｾﾝﾀｰ 岡  永井  佐伯 西川  加藤  榎本 宮本  利行  河村友 石井  工藤  鈴木住

浅利  松本  田中 河村敬  山崎  武居 渡部  鈴木啓  柴崎

（北海道） 大阪府 東京都 千葉県 埼玉県
監督 植野恵美子 監督 竹内ヒロ子 監督 小野田芳美 監督 大塚かつ江

H13 宮崎  松井  廣瀬 土田  佐藤  宮崎 大野  久高  小菅 村田  小林  渡辺美知

8/28 　北海道立総合 木田  松本  竹田 西山  上田  清水 久保  米沢  松崎 渡辺美津  合田  高原

　　　体育ｾﾝﾀｰ
井上  飯山  山口 西野  渡辺  田倉 鈴木  大村  田辺 浅越  松本  石井

～

（きたえーる） 札幌スタッフ 岡崎ﾌｪﾆｯｸｽ 函館BLC 豊　田
（北海道） （愛知） （北海道） （愛知）

監督　坂本　礼 監督　田中陽子 監督　後藤栄子 監督　真野洋子

8/30 坂本  岡本  冨塚 赤塚  井上  加藤 水上  本間  安田 長谷川  三輪  神野

越後  十倉  窪田 上田  神谷  河原 山口  頼広  池田 吉田  大西  鈴木由

山内  加藤  野村 西山  矢間  吉永 杉山  後藤  徳田 鈴木昌　久野

（奈良県） 埼玉県 東京都 大阪府 神奈川県
監督 大塚かつ江 監督 竹内ヒロ子 監督 植野恵美子 監督　斎藤久子

H14 今津  松島  高原 清水  谷垣  高崎 宮崎  北原  福田 渡辺明  真木  三枝

7/25 奈良市 小林  合田  村田 土田  上田  宮森 大西  森元  松田 知念  渡辺浩  内藤

中央体育館
増田  伊藤  岡田 西野  渡辺  宮崎 松本  竹田  植野 田代  佐藤  鈴木

～
桜井市 双　葉 A･one 県体エース 岡崎ﾌｪﾆｯｸｽ

総合体育館 （愛媛） （宮城） （栃木） （愛知）

監督　長井雪子 監督 伊藤恵美子 監督　荒井礼子 監督　西山恵子

7/27 長井  秦  伊藤 渡部  坂下  安達 大井  吉口  木下 浅利  榎本  小川

白石　本田  安藤 菊地  佐藤  石垣 岩本  柴田  関根 貝吹  加勢田  加藤

塩出　権田 増川  鈴木  水野 西川  松本江  松本洋

（東京都） 大阪府 埼玉県 東京都A 神奈川県
監督　村井広美 監督　大塚かつ江 監督 渡辺瑠美子 監督　斎藤久子

H15 (創立20周年記念) 宮崎　福田   林 今津　山口　高原 手塚  高崎  宮森 渡辺明  真木  三枝

7/26 大西  森元  松田 小林　合田　加藤 土田  上田  西山 津田  渡辺浩  幾田

東京体育館
松本  竹田  植野 増田　伊藤　松本 西野  渡辺  藤本 田代  知念  鈴木

～

岡崎ﾌｪﾆｯｸｽ 古　河 四日市ｸﾗﾌﾞ 栃の葉ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾗﾌﾞ

（愛知） （茨城） （三重） （栃木）

監督　田中陽子 監督　竹山一枝 監督　秋山陽子 監督　石川澄子

7/29 井上  長田  加藤 山本  梶村  向囿 秋山  水野  大橋 鈴木  木村  平野

上田  神谷  河原 狩野  服部  長谷川   広    加藤  松谷  滝  清本  日野澤

西山  矢間  吉永 西山  　　  　　 　藤田  久保  　　  名古屋  鈴木 浅田

準優勝

都道府県対抗
40  (344）

クラブ対抗
44（361）

都道府県対抗
41（346）

優　勝

19

クラブ対抗
44  (355）

全日本レディースバドミントン選手権大会

３　位

20

都道府県対抗
41〈350）

18

回
数

年
月日

クラブ対抗
44（352）

クラブ対抗
45  (406）

21

都道府県対抗
46  (424）



（開催地） 都道府県対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

会　　場 クラブ対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

（栃木県） 愛知県 東京都 神奈川県 埼玉県
監督　大野敏子 監督　渡辺瑠美子 監督  斎藤久子 監督　清水公子

H16 宇都宮市体育館 太田　浦川  中村 工藤　大島　手塚 真木  植森  岩波 今津  天沼  高原

7/23 門間  山西  間瀬 上田　西山　安田 津田  渡辺  川野 小林  合田  小島

清原体育館
藤永  宮脇  堀尾 土田  宮崎  田倉 田代  知念  鈴木 増田  伊藤  柴田

～

岡崎ﾌｪﾆｯｸｽ A･one 豊　田 み　と
（愛知） （宮城） （愛知） （茨城）

監督　西山恵子 監督　佐藤由美子 監督　幸　康子 監督　松田夏葉

7/25 松本  浅利  加藤 佐藤  坂下  石垣 野原  神野  高橋 青木  井坂  野口

西川  赤塚  小川 渡部  安達   沢 吉田 鈴木由　鈴木昌  滑川 大和田  兼子

貝吹  加瀬田　　 菊池  　　  　　 永田  久野  　　 荒井  井村  宮田

（福岡県） 大阪府 神奈川県 福岡A 東京都
監督　村井広美 監督　斉藤久子 監督　小川末子 監督　渡辺瑠美子

H17 アクシオン福岡 竹田　福島　長谷 真木　三枝　中家 金子　松山　内山 高崎　手塚　大島

7/28 胡　　松本　植野 津田　渡辺　川野 堂山　光吉　梅田 佐藤　西山　工藤

福岡市民体育館
常行　林　 松田 田代　知念　塩路 山田　吉岡　桶本 宮崎　土田　田倉

～

栃の葉レディース ヴィーナス 県体エース シャトルフレンズ
（栃木） （山形） （栃木） （福岡）

監督　石川澄子 監督　畑山由起子 監督　宇野早苗 監督　篠原昌子

7/31 鈴木芳  滝  木村 畑山　長岡　遠藤 吉口　木下　増川 篠原　真田　江口

浅田　鈴木あ　藤丸 那須　後藤　清野 岡室　石井　細田 肥田 波多野 久賀谷

清本　藤村　名古屋 佐藤　沼沢　　　 水野　荒井　古館 新　　豊嶋　東地

（石川県） 大阪府 埼玉県 東京都 兵庫県
監督　村井広美 監督　大塚かつ江 監督　渡辺瑠美子 監督　宿里　和江

H18 常井　岡田　西野 松島　川島　斎藤  大島　石原　高崎　 三好　畑末　藤原

7/27 金沢市総合体育館 竹田　河村　山口 今津　岩崎　小林 工藤　菊池　手塚 大東　山西　入口

北原　林　 十亀 増田　下山　松本 土田　国府田 宮崎 前川　中嶋　乃美

～
永井ＢＣ 双葉 A･one 津幡クラブ

（岡山） （愛媛） （宮城） （石川）

監督　藤本登志子 監督　長井雪子 監督　渡部真由美 監督　岡部ゆかり

7/30  藤本  浅野 　岩井 秦   伊藤　白石 安達  石垣　　沢 奥本　岡部悦 桶谷

後藤　 田口　 種 本田  塩出  権田 坂下 佐藤由　菊池 岡部ゆ 酒下　曾山

  難波　半澤　　　　   横山　手嶋  長井　 岡田 渡部  佐藤孝 高田　水上　森田

（愛媛県） 大阪府 埼玉県 神奈川県 東京都
監督　小柴成代 監督　大塚かつ江 監督　野村和代 監督　渡辺瑠美子

H19 常井　長谷　福島 天沼　坂田　浅沼 稲葉　鴇田　三枝  高崎　山田　工藤

7/19 愛媛県武道館 胡　　竹田　植野 今津　岩崎　山口 渡辺　幾田　川野 西山　石原　手塚

北原　　林　 井上 小林　小島　三浦 津田　佐藤　内藤 土田　宮森　宮崎

～

ＷＨＩＰ 春日井 あいＣＬＵＢ 松山レディース
（宮城） （愛知） （大阪） （愛媛）

監督　高森ゆう子 監督　霜　恭子 監督　百野郁子 監督　善家光子

7/21 高橋 小田桐 龍山 落合　千島　西本 百野　吉田　南部 石川　國和　熊野

依田　佐藤　早坂 矢神　林　　伊藤 原田　岡田　徳山 谷本　萩森　帆足

田口　平山　　　 加藤　近藤　神戸            亀田　藤村　樫山  　　  　　三好　和田守　　

白山市松任総合
運動公園体育館

23

都道府県対抗
45  (421）

クラブ対抗
42  (414）

22

都道府県対抗
43  (452）

24

都道府県対抗
42  (406）

クラブ対抗
46  (435）

クラブ対抗
45  (413）

3　位準優勝
回
数

年
月日

優　勝

25

都道府県対抗
42  (410）

クラブ対抗
44  (417）

松山市総合
コミュニティ

センター



（開催地） 都道府県対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

会　　場 クラブ対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

（愛知県） 神奈川県 東京都 埼玉県 大阪府
監督　歌川寿子 監督　渡辺瑠美子 監督　大塚かつ江 監督　廣瀬園子

H20 日本ガイシホール 稲葉　本沢　久保田 高崎　大島　山田 天沼　坂田　浅沼 常井　岡田　福島

8/7 渡辺　幾田　三枝 西山　石原　手塚 今津　岩崎　梅田 竹田　磯山　片岡

津田　内藤　田代 土田　宮森　石井 小林　小島　内村 北原　林　　山口

～

岡崎ﾌｪﾆｯｸｽ 四条畷クラブ 名古屋名城 マーガレット
（愛知） （大阪） （愛知） （愛媛）

監督　田中陽子 監督　小坂　薫 監督　平岩喜美子 監督　内田和嘉子

8/10 松本  西川  貝吹 北井  宮本  土本 藤原  渋谷  小塚 内田  山崎  伊藤

吉永  長田  渡辺 藁谷  坂口  池田 佐治  横山  丸山 菅田  池田  丹下

南里 加勢田 加納 松原  辻　  上田 亀山　宇佐見　　

（岡山県） 福岡県 埼玉県 千葉県 兵庫県
監督　安部悦子 監督　小川裕子 監督　吉田千代子 監督　宿里和江

H21 光吉　古賀　有田 天沼　今津　岩崎 松本　大井　小松 畑末　佐貫　稲田

7/23 ｻﾝ・ﾋﾟｰﾁ岡山 金子　松山　山田 岩垣　小林　小島 平川　久高　田中 高垣　大東　山西

大石　山田　池尻 合田　伊藤　中井 佐藤　米沢　松崎 洞山　稲葉　中嶋

～

宝塚 あいＣＬＵＢ Shot'04 豊田
（兵庫） 〈大阪〉 〈千葉〉 （愛知）

監督　辻　美香恵 監督　百野郁子 監督　太田須美子 監督　蜷川明美

7/26 辻　乃美　小林 百野　吉田　原田 真鍋　佐藤　菊池 吉田　鈴木由　鈴木昌

酒巻　諸岡　竹屋 田中　岡田　和泉谷 永原　岡田　中村 菊池　永田　飯塚

岩本　古川　阪口 徳山　亀田　藤村 猪股　加藤　江田 高橋　宮部　岡田

（宮城県） 大阪府 茨城県 福岡県 埼玉県
監督　廣瀬園子 監督　斎藤ひとみ 監督　安部悦子 監督　清水公子

H22 常井　岡田　明地 小沼　谷島　森 山田　大石　北島 松村　猪鼻　鈴木

7/29 メルパルク仙台 竹田　片岡　福島 羽生　桑原　野尻 金子　松山　阿久根 岩崎　高原　長瀬

北原　林　　井上 荒井　浦山　大和田 川谷　古賀　小林 今津　合田　小島

～
仙台体育館 みとクラブ 函館BLC.06 さっぽろｿﾌｨｰ シャトルIWAKUNI

（茨城） 〈北海道〉 〈北海道〉 （山口）

監督　松田夏葉 監督　後藤栄子 監督　村上眞知子 監督　広田玲子

8/1 青木　井坂　兼子 後藤 　今　　内田 小笠原　藤原　高瀬 広田　三牧　竹中

野口　滑川　柳橋 小山内　帰山　赤塚 荒川  松島　中澤 藤井　柏原　矢野

仁平　小野　窪木 岸部　 水上　  　　 瀬戸　川端  　　　 住野　畠中　佐々木

（兵庫県） 福岡県 大阪府 茨城県 奈良県
監督　安部悦子 監督　廣瀬園子 監督　阿部政枝 監督　山本邦子

H23 神戸 大石　中森　谷口 常井　宇野　明地 谷島　綿引　 森 小椋　竹本　中馬

7/28 総合運動公園 金子　松山　入沢 山内　竹田　希有 羽生　大黒　桑原 宮脇　小谷　谷岡

ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ神戸
古賀　池口　川谷 北原　  胡　   林  荒井　大和田　　 山本　児玉　吉岡

～

・ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ 松山ﾚﾃﾞｨｰｽ あいＣＬＵＢ Shot'04 春日井
（愛媛） 〈大阪府〉 〈千葉〉 （愛知）

神戸市 監督　善家光子 監督　百野郁子 監督　新井咲子 監督　伊藤みゆき

7/31 中央体育館 岡本　國和　萩森 吉田　原田　田中 真鍋　菊池　永原 落合　西本　伊藤

吉森　園田　帆足 岡田　徳山　長井 成瀬　樺澤　中村 松本　山田　大嶋

朝山　大森　野間 藤村　柳原　大櫛 飯野　加藤　江田 丹羽　平出　鈴木

クラブ対抗
46  (420）

岡山市総合文化
体育館

準優勝 ３　位優　勝

都道府県対抗
42  (406）

クラブ対抗
54  (519）

27

都道府県対抗
44  (424）

回
数

年
月日

26

都道府県対抗
45  (428）

クラブ対抗
46  (439）

日本ガイシ
スポーツプラザ

第2競技場

28

都道府県対抗
44  (437）

クラブ対抗
46  (444）

仙台市青葉
体育館

29



（開催地） 都道府県対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

会　　場 クラブ対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

（北海道） 福岡県 大阪府 奈良県 岡山県
監督　安部悦子 監督　廣瀬園子 監督　山本邦子 監督　磯永由美

H24 谷口　松田　白石 常井　岡田　宇野 中川　平田　小椋 入江　岡野　守屋

7/31 北海道立 金子　池尻　入沢 成平　竹田　希有 谷岡　宮脇　小谷 仁後　山下　香山

総合体育センター 池口　堂山　古賀  林　   胡　　山口 児玉　吉岡　山本 後藤　中原　磯永

～

岡崎フェニックス 姫路 豊田 勇羽飛
（愛知） 〈兵庫〉 〈愛知〉 （栃木）

8/3 監督　田中陽子 監督　藤田咲美 監督　蟯川朋美 監督　鈴木芳枝

西川　長田　森田 生木　村上　一色 大西　菊地　近藤 木村　藤丸　藤村

　南里　加納　中嶋　 吉田　大西　岩井 島田　鈴木(昌） 名古屋　高崎　鈴木

  廣永　野田 藤尾　宇都宮　三木 鈴木(由）高橋 吉田 小野寺　小島　鈴木

(神奈川県） 福岡県 大阪府 岡山県 東京都
　監督　安部悦子 監督　廣瀨園子 監督　香山百合子 監督　芝スミ子

H25 　谷口　古賀　松田　 常井　岡田　宇野 入江　岡野　守屋 工藤　坂本　西城

7/25 金子　松山　入沢 成平　竹田　希有 仁後　山下　香山 高崎　土屋　堀池

小田原市
堂山　川谷　古賀   胡 　 井上　山口 後藤　中原　藤九 小庭　須田　上田

～

総合文化体育館 あいＣＬＵＢ 春日井 ＡＡ 四日市クラブ

小田原アリーナ (大阪） (愛知県） （福岡県） (三重県）

7/28 監督　百野郁子 監督　伊藤みゆき 監督　吉野由美子 監督　秋山陽子

吉田　原田　岡田 落合　西本　伊藤 谷脇　吉野　大倉 西村　廣　加藤

徳山　藤村　柳原 松本　山田　丹羽 坂井　武市　 廻  山野 　東　 小林

大櫛　福嶋　森尾 大嶋　神戸　藤川 平山　熊谷　山本 中川　前田　秋山

(鹿児島県） 大阪府 福岡県 岡山県 東京都
監督　廣瀨園子 　監督　安部悦子 監督　香山百合子 監督　中澤悦子

H26 岡田　木下　常井 松田　原　仁田原 唐仁原　林　高塚 明田　小見山　上山

7/24 成平　宇野　竹田 松山　金子　田村 仁後　山下　香山 高崎　土屋　堀池

鹿児島市
松本　井上　山口 原田　川谷　堂山 石原　中原　藤九 小庭　須田　工藤

～
鹿児島アリーナ ソアークラブ マミーズ ささゆり 神津クラブ

(岐阜県） (広島県） （福岡県） (大阪府）

7/27 監督　高橋よね子 監督　西尾依美 監督　池口治美 監督　森本由美子

中野　三輪　藤井 工藤　恵木　奥田 池口　服部　藤井 松本　粟飯原　林

藤村　山本　多田 助永　神中　伊藤 池口　進藤　添田 吉川　藤井　和田

　 柳沢　高橋 渡辺　津秋　田村    梶嶋 青木　佐藤　向仲

(富山県） 福岡県 愛知県 岡山県 大阪府
　監督　安部悦子 監督　堀尾恵美子 監督　香山百合子 監督　廣瀨園子

H27 松田　原　佐和 高井　谷村　今野 黒澤　唐仁原　高塚 濱上　木下　常井

7/23 金子　山田　池尻 百丸　岩間　加藤 仁後　山下　光本 岡田　成平　宇野

富山市
堂山　内山　川谷 鈴木　山西　門間 香山　石湯　石原 松本　山口　福井

～

総合体育館 逗子なぎさ 河内長野クラブ 松山レディース 坂戸マーレェ
(神奈川県） (大阪府） （愛媛県） (埼玉県）

7/26 監督　笠原恵子 監督　井脇和子 監督　善家光子 監督　内野とし子

小野　鈴木　反田 田原　井脇　川本 大森　岡本　近藤 内野　高橋　芳賀

武井　並木　堀越 青田　野中　渡部 國和　園田　野間 中島　鈴木　宮澤

　 松石　宮澤 　 石﨑　本並 　 萩森　帆足 大室　一條　稲葉

優　勝 準優勝 ３　位
回
数

年
月日

30

都道府県対抗
40  (385）

クラブ対抗
51  (485）

32

31

都道府県対抗
43 (426)

クラブ対抗
53 (516)

都道府県対抗
43 (422)

クラブ対抗
51 (480)

都道府県対抗
42 (435)

クラブ対抗
53 (551)

33



（開催地） 都道府県対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

会　　場 クラブ対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

（高知県） 愛知県 福岡県 東京都 大阪府
監督　堀尾恵美子 監督　安部悦子 監督　中澤悦子 監督　廣瀬園子

H28 高井　伊藤　鎌田 吉川　溝川　島袋 小見山 秋元 竹内 御前　濱上  常井

7/28 高知県立 岩間　今野　木村 金子　田村　池尻 石橋　今井　高崎 西野　岡田　宇野

県民体育館
山西　鈴木　間瀬 堂山 九朗丸 吉岡 千葉　上田　須田 石崎　竹田　松本

～

あいＣＬＵＢ 鴨谷クラブ Ｆ．Ｍ．Ｃ ＷＨＩＰ
（大阪府） (大阪府） （神奈川県） (宮城県）

7/31 南国市立 監督　由本尚子　 監督　竹内充子 監督　塩路雅子 監督　高森ゆう子

スポーツセンター 吉田　原田　岡田 曽根　人見　小嶋 安藤　石山　大橋  高橋　小田　龍山

徳山　亀田　三山 小島　森山　　岡 定村　鈴木　永吉  橋本　木村　神山

柳原  大櫛　森尾 池田　山北　河合 　 西村  　平山　伊藤

（静岡県） 福岡県 愛知県 千葉県 福井県
監督　田中恵子 監督　堀尾恵美子 監督　吉田千代子 監督　多田慧子

H29 吉川　原　　島袋 高井　伊藤　谷村 澤内　吉井　田久保 田辺　近葉　岡田

7/20 金子　田村　松山 西澤　岩間　今野 野村　関根　田村 慶秀　田中　河野

静岡県草薙
川谷 小林 九郎丸 山西　鈴木　間瀬 久保　平川　田中 上田　大島　藤田

～ 総合運動場 逗子なぎさ 岡崎フェニックス りんどう ペガサス
（神奈川県） （愛知県） （長野県） （奈良県）

7/23 このはなアリーナ 監督　笠原恵子 監督　田中陽子 監督　大塚真理 監督　吉村嘉子

小野　反田　武井 西川　森田　渡辺 大塚　福島　関崎 大竹　両馬　宮沢

並木　林　　藤田 南里　加納　廣永 有賀　滝澤　倉橋 中本  佐々木  中嶋

堀　　牧野　宮澤 野田　市川　松岡 山岸　須田　吉川  　中川　中西

（京都府） 大阪府 福井県 熊本県 福岡県
監督　廣瀬園子 監督　多田慧子 監督　木村妙子 監督　田中恵子

H30 明地　大場　常井 田辺　近葉　岡田 田北　入江　福井 岩田　堂山　島袋

7/19 島津アリーナ京都 西野　岡田　宇野 慶秀　菱谷　渡邉 林　  合志　権藤 大石　松山　中森

（京都府立体育館） 成平　竹田　磯山 上田　藤田　宮本 田嶋　木村　田中 阿久根 堂山 小林

～ 宝　塚 ミント いわきレディース マミーズ
（兵庫県） （和歌山県） （福島県） （広島県）

7/22 ハンナリーズアリーナ 監督　乃美喜代子 監督　森田昌代 監督　大木弘美 監督　西尾依美

（京都市立体育館） 諸岡　竹屋　岩本 前田　山角　十倉 　 大木　山野辺 田村　恵木　彦田

阪口　新名　村田 井上　宮城　田上 　　鈴木　草野　鈴木　　 神中　伊藤　内部

藤原　山本　寺山 畑  　志波　大谷 　 正木　根本 奥田　津秋　助永

準優勝 ３　位

都道府県対抗
44 (416)

クラブ対抗
52 (490)

回
数

年
月日

優　勝

36

都道府県対抗
44 (474)

クラブ対抗
53 (563)

34

都道府県対抗
41 (435)

クラブ対抗
51 (551)
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期　日 令和元年７月２５日（木）～２８日（日）
会　場 広島県立総合体育館
参加数 都道府県対抗  ４２都道府県 ４２９名

クラブ対抗       ４８クラブ ４８８名

     順位   

 種別

中村　藤井　三輪

太田　石井　平野 藤田　堀越　牧野 萩森　帆足 中野　鬼頭

ク
ラ
ブ
対
抗

広島エコークラブ
(広島県）

逗子なぎさ
(神奈川県）

松山レディース
(愛媛県）

ソアークラブ
（岐阜県）

監督　川下　麻弥 監督　笠原　恵子 監督　善家　光子 監督　高橋よね子

川下　豊島　永井 荒木　吉川　反田 大森　岡本　近藤 柳沢　多田　藤村

井手　矢部　武田 武井　並木　  林 國和　園田　野間

高垣　稲田　大東 島袋　堂山　近藤 慶秀　岡田　田辺 中津　中村　渡辺

神農　畑末　  伴 山田　大石　溝川 渡邉　菱谷　田中 高科　寺崎　鴇田

都
道
府
県
対
抗

兵庫県 福岡県 福井県 神奈川県

石倉  川口　　牧 阿久根 廣本 松山 宮本　藤田　上田 大川内 垣内 木下

監督　的場　幸枝 監督　田中　恵子 監督　多田　慧子 監督　山口　美法

第３７回全日本レディースバドミントン選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　　（都道府県対抗）・（クラブ対抗）

優　勝 準優勝 ３　位
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