
9 枚中の 1

種目 ランク ふりがな 年齢
都道

府県名
他の

出場種目
他県
納入

推薦者
会員№
(8桁)

公認審判員
登録№

こばやし　てつたろう 31 北海道 30XD ○ 00213782 00213782

ほりい　つばさ 31 東京 30XD 東京 00314894 00314894

ひがしや　まい 30 北海道 00652758 00652758

うちうみ　えりこ 34 北海道 00652756 00652756

上記の通り申し込みます。 上記の者を当都道府県の代表選手として認定します。

平成29年　　8　　月14　日 なお、当該選手は(公財)日本バドミントン協会会員、並びに公認審判員有資格者です。

北海道 会長氏名 印

申込責任者 （都道府県協会理事長）

〒 TEL： 携帯TEL：

住所 氏名 印

（正）　公益財団法人日本バドミントン協会　　御中

（副）　第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会事務局　　御中

（控）　申込み都道府県協会で保管

記入上の注意 ① 「種目」「他の出場種目」の欄には、３０ＭＳ（３０男単）、４０ＷＳ（４０女単）、５０XD（５０混合複）のように、

種目記号を記入してください。

② 各種目毎にランク順に記入してください。

③ 「他県納入」の欄には、参加料の納入が他の都道府県の場合、その都道府県名を記入してください。

1986/7/19

1982/8/19

河崎　正紀

バドミントン協会 栗原　　進

０６２－０９０５ 011-833-7311 090-8909-3277

札幌市豊平区豊平５－１１　北海道立体育センター

30WD 1
東家　真衣

内海　絵理子

氏名
生年月日
（西暦）

30MD
小林　徹太郎 1986/2/19

堀井　翼 1985/5/31

第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会　参加申込書  （ 正 ・ 副 ・ 控 ）

複 の 部 都道府県名 北海道



9 枚中の 2

種目 ランク ふりがな 年齢
都道

府県名
他の

出場種目
他県
納入

推薦者
会員№
(8桁)

公認審判員
登録№

かつら　えいぞう 35 北海道 35MS 00108151 00108151

みうら　まさたか 35 北海道 35MS 00107880 00107880

たかの　じゅんぺい 37 北海道 35MS 00107905 00107905

さとう　きょうへい 36 宮城 35MS 宮城 ○ 00196829 00196829

てづか　まり 37 北海道 00196906 00196906

ながせ　あやか 37 北海道 35WS ○ 00108620 00108620

上記の通り申し込みます。 上記の者を当都道府県の代表選手として認定します。

平成29年　　8　　月14日 なお、当該選手は(公財)日本バドミントン協会会員、並びに公認審判員有資格者です。

北海道 会長氏名 印

申込責任者 （都道府県協会理事長）

〒 TEL： 携帯TEL：

住所 氏名 印

（正）　公益財団法人日本バドミントン協会　　御中

（副）　第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会事務局　　御中

（控）　申込み都道府県協会で保管

記入上の注意 ① 「種目」「他の出場種目」の欄には、３０ＭＳ（３０男単）、４０ＷＳ（４０女単）、５０XD（５０混合複）のように、

種目記号を記入してください。

② 各種目毎にランク順に記入してください。

③ 「他県納入」の欄には、参加料の納入が他の都道府県の場合、その都道府県名を記入してください。

札幌市豊平区豊平５－１１　北海道立体育センター 河崎　正紀

バドミントン協会 栗原　　進

０６２－０９０５ 011-833-7311 090-8909-3277

35WD 1
手塚　満里 1980/6/21

長瀬　史香 1980/2/16

35MD 2
高野　純平 1979/9/2

佐藤　恭平 1980/7/23

35MD 1
桂　英蔵 1981/6/21

三浦　正貴 1981/8/17

氏名
生年月日
（西暦）

第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会　参加申込書  （ 正 ・ 副 ・ 控 ）

複 の 部 都道府県名 北海道



9 枚中の 3

種目 ランク ふりがな 年齢
都道

府県名
他の

出場種目
他県
納入

推薦者
会員№
(8桁)

公認審判員
登録№

にしお　まさゆき 42 北海道 40XD 00107198 00107198

さいとう　てつお 41 北海道 40MS 00461257 00461257

きりやま　つよし 40 北海道 40MS 00107939 00107939

さいとう　まこと 40 北海道 40MS 00107538 00107538

たむら　たかのり 44 北海道 40XD ○ 00107831 00107831

ほし　なおひと 45 北海道 40XD 　 00107835 00107835 

わだ　あつこ 40 北海道 35XD 00255258 00255258

たなか　ともみ 40 北海道 40XD 00108584 00108584

さとう　あきこ 42 北海道 40XD 00074526 00074523

あさい　なおこ 44 北海道 00109179 00109179

ほし　ちはる 44 北海道 40XD ○ 00109183 00109183

さいとう　あきこ 40 北海道 00108503 00108503

上記の通り申し込みます。 上記の者を当都道府県の代表選手として認定します。

平成29年　　8　　月14　日 なお、当該選手は(公財)日本バドミントン協会会員、並びに公認審判員有資格者です。

北海道 会長氏名 印

申込責任者 （都道府県協会理事長）

〒 TEL： 携帯TEL：

住所 氏名 印

（正）　公益財団法人日本バドミントン協会　　御中

（副）　第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会事務局　　御中

（控）　申込み都道府県協会で保管

記入上の注意 ① 「種目」「他の出場種目」の欄には、３０ＭＳ（３０男単）、４０ＷＳ（４０女単）、５０XD（５０混合複）のように、

種目記号を記入してください。

② 各種目毎にランク順に記入してください。

③ 「他県納入」の欄には、参加料の納入が他の都道府県の場合、その都道府県名を記入してください。

札幌市豊平区豊平５－１１　北海道立体育センター 河崎　正紀

バドミントン協会 栗原　　進

０６２－０９０５ 011-833-7311 090-8909-3277

40WD 3
 星 千春 1973/1/26

斉藤　明子 1975/11/6

40WD 2
佐藤　明子 1974/10/29

淺井　直子 1972/9/20

40WD 1
和田　厚子 1977/1/20

田中　友美 1977/3/7

40MD 3
田村 隆紀 1972/7/4

星 直仁 1971/11/27

40MD 2
桐山　剛志 1976/9/15

斉藤　真 1976/6/15

40MD 1
西尾　政幸 1974/11/7

斉藤　哲雄 1976/3/4

氏名
生年月日
（西暦）

第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会　参加申込書  （ 正 ・ 副 ・ 控 ）

複 の 部 都道府県名 北海道



9 枚中の 4

種目 ランク ふりがな 年齢
都道

府県名
他の

出場種目
他県
納入

推薦者
会員№
(8桁)

公認審判員
登録№

ごうろ　いちろう 45 北海道 45XD 00107118 00107118

さとう　よしのぶ 45 北海道 00514776 00514776

ほりべ　あつみ 49 北海道 40XD 00107792 00107792

かまの　ゆうじ 47 北海道 45XD ○ 00246855 00246855

よこやま　かおる 53 北海道 50MS 00107280 00107280

きむら　まさる 47 北海道 45MS 00107108 00107108

かどや　じゅんいち 50 北海道 50MS 00230313 00230313

まちだ　ふみひこ 48 東京 45MS 東京 00192513 00192513

かわしま　みちる 49 北海道 45XD ○ 00108903 00108903

みやべ　きよみ 47 北海道 45XD ○ 00108695 00108695

しゅとう　みちえ 49 北海道 40XD 00108535 00108535

ささおか　きよこ 49 北海道 45XD ○ 00108871 00108871

上記の通り申し込みます。 上記の者を当都道府県の代表選手として認定します。

平成29年　　8　　月　14　日 なお、当該選手は(公財)日本バドミントン協会会員、並びに公認審判員有資格者です。

北海道 会長氏名 印

申込責任者 （都道府県協会理事長）

〒 TEL： 携帯TEL：

住所 氏名 印

（正）　公益財団法人日本バドミントン協会　　御中

（副）　第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会事務局　　御中

（控）　申込み都道府県協会で保管

記入上の注意 ① 「種目」「他の出場種目」の欄には、３０ＭＳ（３０男単）、４０ＷＳ（４０女単）、５０XD（５０混合複）のように、

種目記号を記入してください。

② 各種目毎にランク順に記入してください。

③ 「他県納入」の欄には、参加料の納入が他の都道府県の場合、その都道府県名を記入してください。

札幌市豊平区豊平５－１１　北海道立体育センター 河崎　正紀

バドミントン協会 栗原　　進

０６２－０９０５ 011-833-7311 090-8909-3277

45WD 2
首藤　美知枝 1967/5/13

笹岡　恭代子 1967/8/3

45WD 1
川島　満 1967/11/1

宮部　清美 1970/4/18

45MD 4
角谷　淳一 1966/11/18

町田　文彦 1969/3/17

45MD 3
横山　薫 1964/1/10

木村　勝 1969/9/15

45MD 2
堀部豊美 1967/8/25

鎌野祐二 1969/12/20

45MD 1
郷路　一郎 1971/12/16

佐藤　嘉伸 1971/11/19

氏名
生年月日
（西暦）

第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会　参加申込書  （ 正 ・ 副 ・ 控 ）

複 の 部 都道府県名 北海道



9 枚中の 5

種目 ランク ふりがな 年齢
都道

府県名
他の

出場種目
他県
納入

推薦者
会員№
(8桁)

公認審判員
登録№

あらい　みつとし 51 北海道 50XD ○ 00107057 00107057

はしば　たかひろ 51 北海道 45XD ○ 00107209 00107209

ながた　ひろゆき 54 北海道 50XD 00107187 00107187

まつお　しゅういち 54 北海道 50XD 00107253 00107253

くしやま　くみこ 52 北海道 50WS ○ 00108478 00108478

さとう　りつこ 51 青森 青森 ○ 00430270 00430270

いちかわ　むつき 50 北海道 50XD 00108410 00108410

みやかわ　りえ 50 北海道 50XD 00108692 00108692

ささき　みちこ 52 北海道 50XD 00109156 00109156

くが　まなみ 52 北海道 00352441 00352441

上記の通り申し込みます。 上記の者を当都道府県の代表選手として認定します。

平成29年　　8　　月　14日 なお、当該選手は(公財)日本バドミントン協会会員、並びに公認審判員有資格者です。

北海道 会長氏名 印

申込責任者 （都道府県協会理事長）

〒 TEL： 携帯TEL：

住所 氏名 印

（正）　公益財団法人日本バドミントン協会　　御中

（副）　第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会事務局　　御中

（控）　申込み都道府県協会で保管

記入上の注意 ① 「種目」「他の出場種目」の欄には、３０ＭＳ（３０男単）、４０ＷＳ（４０女単）、５０XD（５０混合複）のように、

種目記号を記入してください。

② 各種目毎にランク順に記入してください。

③ 「他県納入」の欄には、参加料の納入が他の都道府県の場合、その都道府県名を記入してください。

札幌市豊平区豊平５－１１　北海道立体育センター 河崎　正紀

バドミントン協会 栗原　　進

０６２－０９０５ 011-833-7311 090-8909-3277

50WD 3
佐々木路子 1965/1/25

久我　真奈美 1965/2/17

50WD 2
市川　むつき 1967/2/4

宮川　里恵 1967/3/13

50WD 1
櫛山　久美子 1965/6/13

佐藤　律子 1965/9/16

50MD 2
長田　浩之 1962/4/14

松尾　秀一 1962/9/24

50MD 1
新井　光寿 1966/3/11

橋場　孝啓 1966/3/17

氏名
生年月日
（西暦）

第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会　参加申込書  （ 正 ・ 副 ・ 控 ）

複 の 部 都道府県名 北海道



9 枚中の 6

種目 ランク ふりがな 年齢
都道

府県名
他の

出場種目
他県
納入

推薦者
会員№
(8桁)

公認審判員
登録№

にしむら　あきら 57 北海道 55MS 00107201 00107201

いわだて　としお 56 愛知 愛知 00203346 00203346

ながた　えつこ 59 北海道 55WS 00108738 00108738

おくやま　じゅんこ 60 北海道 60WS 00230212 00230212

上記の通り申し込みます。 上記の者を当都道府県の代表選手として認定します。

平成29年　　8　　月　14日 なお、当該選手は(公財)日本バドミントン協会会員、並びに公認審判員有資格者です。

北海道 会長氏名 印

申込責任者 （都道府県協会理事長）

〒 TEL： 携帯TEL：

住所 氏名 印

（正）　公益財団法人日本バドミントン協会　　御中

（副）　第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会事務局　　御中

（控）　申込み都道府県協会で保管

記入上の注意 ① 「種目」「他の出場種目」の欄には、３０ＭＳ（３０男単）、４０ＷＳ（４０女単）、５０XD（５０混合複）のように、

種目記号を記入してください。

② 各種目毎にランク順に記入してください。

③ 「他県納入」の欄には、参加料の納入が他の都道府県の場合、その都道府県名を記入してください。

札幌市豊平区豊平５－１１　北海道立体育センター 河崎　正紀

バドミントン協会 栗原　　進

０６２－０９０５ 011-833-7311 090-8909-3277

55WD 1
永田　悦子 1957/12/10

奥山　淳子 1956/4/18

55MD 1
西村　晃 1959/12/6

岩舘　利男 1961/1/30

氏名
生年月日
（西暦）

第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会　参加申込書  （ 正 ・ 副 ・ 控 ）

複 の 部 都道府県名 北海道



9 枚中の 7

種目 ランク ふりがな 年齢
都道

府県名
他の

出場種目
他県
納入

推薦者
会員№
(8桁)

公認審判員
登録№

なかた　ひとし 62 北海道 60XD 00229910 00229910

おくやま　かずや 62 北海道 60MS ○ 00229982 00229982

のざわ　としひろ 63 北海道 60XD 00107205 00107205

にしおか　かずやす 67 北海道 65XD 00107199 00107199

さいとう　えいじ 66 北海道 60XD 00107135 '00107135

うきた　あきら 64 北海道 60XD 00108056 00108056

ゆとう　さちこ 66 北海道 60XD 00108905 00108905

ひうら　いくよ 64 北海道 60XD 00108906 00108906

上記の通り申し込みます。 上記の者を当都道府県の代表選手として認定します。

平成29年　　8　　月14日 なお、当該選手は(公財)日本バドミントン協会会員、並びに公認審判員有資格者です。

北海道 会長氏名 印

申込責任者 （都道府県協会理事長）

〒 TEL： 携帯TEL：

住所 氏名 印

（正）　公益財団法人日本バドミントン協会　　御中

（副）　第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会事務局　　御中

（控）　申込み都道府県協会で保管

記入上の注意 ① 「種目」「他の出場種目」の欄には、３０ＭＳ（３０男単）、４０ＷＳ（４０女単）、５０XD（５０混合複）のように、

種目記号を記入してください。

② 各種目毎にランク順に記入してください。

③ 「他県納入」の欄には、参加料の納入が他の都道府県の場合、その都道府県名を記入してください。

札幌市豊平区豊平５－１１　北海道立体育センター 河崎　正紀

バドミントン協会 栗原　　進

０６２－０９０５ 011-833-7311 090-8909-3277

60WD 1
湯藤　幸子 1950/4/22

日浦　幾久代 1952/10/19

60MD 3
斉藤　英嗣 1951/1/24

浮田　昭 1952/11/8

60MD 2
野澤　敏宏 1953/8/17

西岡　和康 1950/1/23

60MD 1
中田　仁史 1955/2/20

奥山　和也 1954/12/29

氏名
生年月日
（西暦）

第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会　参加申込書  （ 正 ・ 副 ・ 控 ）

複 の 部 都道府県名 北海道



9 枚中の 8

種目 ランク ふりがな 年齢
都道

府県名
他の

出場種目
他県
納入

推薦者
会員№
(8桁)

公認審判員
登録№

えんどう　まさゆき 68 北海道 65MS ○ 00107081 00107081

きくち　ただし 68 宮城 宮城 ○ 00121498 00121498

はたやま　さだお 65 北海道 00107211 00107211

みなみ　まさとし 65 北海道 00230077 00230077

あおき　ふさえ 69 北海道 65XD ○ 00109151 00109151

たかや　ともこ 70 北海道 70WS ○ 00109378 00109378

上記の通り申し込みます。 上記の者を当都道府県の代表選手として認定します。

平成29年　　8　　月　14　日 なお、当該選手は(公財)日本バドミントン協会会員、並びに公認審判員有資格者です。

北海道 会長氏名 印

申込責任者 （都道府県協会理事長）

〒 TEL： 携帯TEL：

住所 氏名 印

（正）　公益財団法人日本バドミントン協会　　御中

（副）　第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会事務局　　御中

（控）　申込み都道府県協会で保管

記入上の注意 ① 「種目」「他の出場種目」の欄には、３０ＭＳ（３０男単）、４０ＷＳ（４０女単）、５０XD（５０混合複）のように、

種目記号を記入してください。

② 各種目毎にランク順に記入してください。

③ 「他県納入」の欄には、参加料の納入が他の都道府県の場合、その都道府県名を記入してください。

札幌市豊平区豊平５－１１　北海道立体育センター 河崎　正紀

バドミントン協会 栗原　　進

０６２－０９０５ 011-833-7311 090-8909-3277

65WD 1
青木　夫早江 1947/9/30

髙谷　智子 1947/3/3

65MD 2
畑山　貞男 1951/9/1

南　聖敏 1951/10/16

65MD 1
遠藤　雅行 1949/3/8

菊地　正 1948/12/9

氏名
生年月日
（西暦）

第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会　参加申込書  （ 正 ・ 副 ・ 控 ）

複 の 部 都道府県名 北海道
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種目 ランク ふりがな 年齢
都道

府県名
他の

出場種目
他県
納入

推薦者
会員№
(8桁)

公認審判員
登録№

ふかす　ひさゆき 73 北海道 75XD ○ 00107375 001107375

おおかわら　じゅんいち 72 群馬 70XD 群馬 ○ 00031048 00031048

のがわ　ゆたか 70 北海道 70MS 00107204 00107204

ほり　ふみお 70 北海道 00107232 00107232

さかした　やすこ 71 北海道 70XD ○ 00108508 00108508

たけむら　あきこ 73 神奈川 神奈川 ○ 00323805 00323805

上記の通り申し込みます。 上記の者を当都道府県の代表選手として認定します。

平成29年　　8　　月14　日 なお、当該選手は(公財)日本バドミントン協会会員、並びに公認審判員有資格者です。

北海道 会長氏名 印

申込責任者 （都道府県協会理事長）

〒 TEL： 携帯TEL：

住所 氏名 印

（正）　公益財団法人日本バドミントン協会　　御中

（副）　第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会事務局　　御中

（控）　申込み都道府県協会で保管

記入上の注意 ① 「種目」「他の出場種目」の欄には、３０ＭＳ（３０男単）、４０ＷＳ（４０女単）、５０XD（５０混合複）のように、

種目記号を記入してください。

② 各種目毎にランク順に記入してください。

③ 「他県納入」の欄には、参加料の納入が他の都道府県の場合、その都道府県名を記入してください。

札幌市豊平区豊平５－１１　北海道立体育センター 河崎　正紀

バドミントン協会 栗原　　進

０６２－０９０５ 011-833-7311 090-8909-3277

70WD 1
坂下　靖子 1945/4/7

竹村　明子 1943/7/22

70MD 2
野川　豊 1947/2/2

堀　文雄 1946/8/28

70MD 1
深栖　久幸 1943/8/6

大河原　淳一 1944/11/26

氏名
生年月日
（西暦）

第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会　参加申込書  （ 正 ・ 副 ・ 控 ）

複 の 部 都道府県名 北海道


