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１部
チーム

Ｍａｘｉｍｕｍ α 朝香 優一 高橋 洋介 橋本 隼弥 田中 晴海 安部 雅奈 上田 歩美
Ｍａｘｉｍｕｍ β 廣瀬 亮太 竹内 敦 高井 俊暢 木村 茉梨奈 小原 実莉 西脇 侑

南京 孝実 岩上 京太郎 勝木 佑真 西江 彩花 森田 あゆ 宮本 愛梨
古賀 文也

福井県立大学Ａ 小林 陸 横幕 颯大 高木 慧士 水谷 円香 水谷 心 松井 咲来

２部
チーム

福井県立大学Ｂ 田中 颯太朗 多田 光希 岡本 涼佑 佐々木 希実 池田 光里 坂井 咲来
ＫＦＳ 古市 泰大 笹原 秀朗 角野 弘樹 笹原 妃奈 岩上 麗 木津 風月

豊田 聡哲
Ｓｍｉｌｅ 岡崎 雄貴 桑原 雄 松井 彪流 西 穂乃果 橋本 莉絵 松尾 果林
ラムレーズン 川井 優希 屋敷 海斗 斎藤 楓 山村 迅輪 杉本 愛花 川田 結華
ＩＭＰＡＣＴ 奥平 将史 増田 七大 石須 康介 千秋 梨央 安部 希美 工谷 実佑

３部
チーム

ＢＩＧＶＡＮＳ 堂野 任俊 笹岡 正直 前田 卓也 砂川 みや 和田 菜津希 芦井 瑞季
Ｔａｒｚａｎ部 堀井 建志 左近 亮太 嵯峨 健司 野中 奈緒美 牧野 茜 堀井 夕佳

佐々木 利之 柴田 泰伸 野村 佳秀 高島 明美 加藤 かずえ 薮内 由美
稲倉 祐真 佐々木 智子

Ｐｅａｃｅピース 大野 悟 豊田 誠 加藤 勝 酒井 めぐみ 前田 梓 森田 尚子
杼木 翔太 豊福 賢治 松井 大空 川田 浄乃 佐々木 清美 川端 輝美

菅原 多恵子 松井 博子
ユーアイＡ 安澤 毅彦 佐藤 史紀 徳山 幹太 金森 範子 谷口 理江 笠松 唯

木村 理俊 上野 祐樹 小野田 大輔 今井 紘子 池田 有紀 池田 采華
小松 博志 藤田 優実

負け星ゴルフ同好会 市村 和也 木村 肇 松田 晃史 森澤 初代 岡部 恵美 八巻 保子
西村 康我 東 知希 牧田 知己 秋山 陽菜乃 石橋 麻奈加 齋藤 琴美
本山 慎太郎 東 美羽夏

ｔｅａｍ 森餃子 山本 怜良 高嶋 健人 伊藤 龍之介 中谷 誉子 杉山 美恵 伊藤 文江
中村 亮太 時田 耕太郎 水嶋 奏太 川嶋 美咲 臼井 七海 岩崎 友香
川瀬 眞人

白羽会 桝本 祐史 今西 悠 竹多 泰之 三村 彩華 長谷川 咲 長谷川 瑞希
チームＲ 堀端 栄弘 有馬 慎二 川畑 裕貴 堀端 佐知子 川崎 もも子 有馬 里歩

坪田 康平

４部
チーム

ＭＡＴＣＨ 川村 侑輝 宮﨑 優太 吉田 樹 川﨑 奏実 東 夕梨乃 水本 姫華
ユーアイＢ 中山 和則 嶋田 英雄 佐藤 功二 山﨑 留里 杉本 麗羅 大西 佐優里
松岡スポ少 清水 颯真 山下 智輝 吉岡 誠也 鈴木 陽日 道幸 亜胡 渡辺 葵
チアフルＢ 菅原 健一 上野 博史 川田 真聖 松田 尚子 杼木 仁美 五十子 佳世

牧野 稔 川口 直孝 宮原 直樹 山﨑 心羽 牧野 由奈 牧野 理恵子
宮原 利佳

男子 女子

　 ２部と４部は５チームのリーグ戦のため、６点オールから始めて、２１点まで（実質１５点）

男子 女子
【５チーム×１リーグ】

男子 女子

福井市北体育館第31回福井市団体リーグ大会

【５チーム×１リーグ】

【４チーム×１リーグ＋３チーム×３リーグ　各リーグ１位によるトーナメント戦】

※ ポイントは、１部と３部は４点オールから始めて、２１点まで（実質１７点）

男子 女子

　 全てのリーグの試合、延長は無し（２１点で打ち切り）とします。
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【４チーム×１リーグ】
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仁愛大学バドミントン部


