
第 69 回 沖縄県実業団ランク別
バドミントン選手権大会

日時

場所 沖縄工業高校体育館

主催 沖縄県実業団バドミントン連盟

令和 2年2月8日、9日



大会会長 大山　基
大会副会長 譜久島　英次
審判長 儀間　光吉
競技委員 芝崎　侑司

上原　広美
仲松　美奈
荷川取　大希

式次第

開会式 閉会式
１．選手集合 １．選手集合
２．開会宣言 ２．成績発表及び表彰
３．大会長挨拶 ３．大会長挨拶
４．競技上の注意 ４．閉会宣言
５．審判上の注意 ５．選手退場
６．選手宣誓
７．選手退場



第69回実業団ランク別選手権大会
混合ダブルスAクラス　令和2年2月8日(土)

3 2

5 棚原 昌司（沖縄中央福祉会）
仲松 美奈（泡瀬シャトル）

1 4

試合番号 結果詳細

1
松田 直太（アクセルエンターメディア）
松田 栄好（アクセルエンターメディア）

西銘 大貴（豊崎クラブ）
新城 依里香（宮城シャトル）

2
原園 正純（沖縄バドミントン愛好会）
新垣 優美子（沖縄バドミントン愛好会）

棚原 昌司（沖縄中央福祉会）
仲松 美奈（泡瀬シャトル）

原園 正純（沖縄バドミントン愛好会）
新垣 優美子（沖縄バドミントン愛好会）

3
西銘 大貴（豊崎クラブ）
新城 依里香（宮城シャトル）

4
松田 直太（アクセルエンターメディア）
松田 栄好（アクセルエンターメディア）

棚原 昌司（沖縄中央福祉会）
仲松 美奈（泡瀬シャトル）

松田 直太（アクセルエンターメディア）
松田 栄好（アクセルエンターメディア）

原園 正純（沖縄バドミントン愛好会）

新垣 優美子（沖縄バドミントン愛好会）

荷川取 大希（ヤンマークラブ)
西 映里（ヤンマークラブ）

西銘 大貴（豊崎クラブ）
新城 依里香（宮城シャトル）

5
荷川取 大希（ヤンマークラブ)
西 映里（ヤンマークラブ）

荷川取 大希（ヤンマークラブ)
西 映里（ヤンマークラブ）



伊敷 勉（潮平シャトル）
伊敷 桃子（潮平シャト
ル）

第69回実業団ランク別選手権大会
混合ダブルスBクラス　令和2年2月8日(土)

荷川取 秀人（ヤンマークラブ）
翁長 明美（ヤンマークラブ）

リーグ１

リーグ２

リーグ２　　1位

7

森永 春希（坂田小バドミントン友の会）
平野 咲妃（坂田小バドミントン友の会）

1

2

3

4

6

試合番号 結果詳細

1
饒波 昇（潮平シャトル）
大嶺 亜希乃（潮平シャトル）

上原 健秀（与那原東）
玉元 里佳子（与那原東）

2
金城 大樹（潮平シャトル）
與儀 菜々子（潮平シャトル）

森永 春希（坂田小バドミントン友の会）
平野 咲妃（坂田小バドミントン友の会）

3
饒波 昇（潮平シャトル）
大嶺 亜希乃（潮平シャトル）

上原 健秀（与那原東）
玉元 里佳子（与那原東）

4
金城 大樹（潮平シャトル）
與儀 菜々子（潮平シャトル）

伊敷 勉（潮平シャトル）
伊敷 桃子（潮平シャトル）

5
荷川取 秀人（ヤンマークラブ）
翁長 明美（ヤンマークラブ）

6
森永 春希（坂田小バドミントン友の会）
平野 咲妃（坂田小バドミントン友の会）

伊敷 勉（潮平シャトル）
伊敷 桃子（潮平シャトル）

(決勝戦)7

金城 大樹（潮平シャトル）
與儀 菜々子（潮平シャトル）

5

饒波 昇（潮平シャトル）
大嶺 亜希乃（潮平シャトル）

上原 健秀（与那原東）
玉元 里佳子（与那原東）

　 荷川取 秀人（ヤンマークラブ）
翁長 明美（ヤンマークラブ）

リーグ１　　1位



第69回実業団ランク別選手権大会
混合ダブルスCクラス　令和2年2月8日(土)

與儀 築（兼城シャトル）
玉城 海里（兼城シャトル）1

3 4

城間 勝也（バド乱）
佐久本 弥生（バド乱）

照屋 寛吉（バドルフィンズ)
高嶺 邦子（バドルフィンズ）

2 芝崎 侑司（那覇シャトル）
當間 ひろみ（那覇シャトル）

試合番号 結果詳細

芝崎 侑司（那覇シャトル）
當間 ひろみ（那覇シャトル）

1
城間 勝也（バド乱）
佐久本 弥生（バド乱）

與儀 築（兼城シャトル）
玉城 海里（兼城シャトル）

2
照屋 寛吉（バドルフィンズ)
高嶺 邦子（バドルフィンズ）

芝崎 侑司（那覇シャトル）
當間 ひろみ（那覇シャトル）

3
城間 勝也（バド乱）
佐久本 弥生（バド乱）

4
與儀 築（兼城シャトル）
玉城 海里（兼城シャトル）

照屋 寛吉（バドルフィンズ)
高嶺 邦子（バドルフィンズ）





第69回実業団ランク別選手権大会
男子シングルスBクラス　令和2年2月8日(土)

上原 健義（糸満シャトル）森永 春希（坂田小バドミントン友の会）

1

2

6

3

4

8

5

7

リーグ2　　1位

原園 正純（沖縄バドミントン愛好会）

小林 正一（金城シャトル）

金城 大樹（潮平シャトル）

仲松 美奈（泡瀬シャトル）

原園 正純（沖縄バドミントン愛好会）

小林 正一（金城シャトル）

伊敷 勉（潮平シャトル）

棚原 昌司（沖縄中央福祉会）

森永 春希（坂田小バドミントン友の会） 上原 健義（糸満シャトル）

リーグ1　　1位

棚原 昌司（沖縄中央福祉会）

リーグ１

リーグ2

5 金城 大樹（潮平シャトル）

4

3 伊敷 勉（潮平シャトル）

2 仲松 美奈（泡瀬シャトル）

試合番号 結果詳細

1 金城 大樹（潮平シャトル）

6 原園 正純（沖縄バドミントン愛好会）

7 伊敷 勉（潮平シャトル）

8 棚原 昌司（沖縄中央福祉会）

（決勝戦）9

9

上原 健義（糸満シャトル）

小林 正一（金城シャトル）

森永 春希（坂田小バドミントン友の会）

仲松 美奈（泡瀬シャトル）



新屋敷 彦二（久茂地バドミントン）

新里 修（丸徳笑会）呉屋 竜也（NSG）

伊佐 常尋（沖縄バドミントン愛好会）

花城 淳（花ぐすく） 糸滿 一請（丸徳笑会）

照屋 寛吉（バドルフィンズ）

リーグ3　　1位

5

リーグ3 12

4

9 10

上原 健秀（与那原東）

13

リーグ2　　1位

7 8

3

上良 聡（丸徳笑会）

嘉手納 章（FUTSUクラブ） 譜久島 英次（琉球銀行）

11

リーグ2

2

第69回実業団ランク別選手権大会
男子シングルスCクラス　令和2年2月8日(土)

リーグ１

リーグ１　　1位1 6



第69回実業団ランク別選手権大会
女子シングルスBクラス　令和2年2月8日(土)

1 4

與儀 菜々子（潮平シャトル）

新垣 優美子（沖縄バドミントン愛好会）

仲村渠 葵里子（潮平シャトル）

3 2

5

試合番号 結果詳細

大嶺 亜希乃（潮平シャトル） 平野 咲妃（坂田小バドミントン友の会）

與儀 菜々子（潮平シャトル）

2 仲村渠 葵里子（潮平シャトル）

1 新垣 優美子（沖縄バドミントン愛好会）

大嶺 亜希乃（潮平シャトル）

平野 咲妃（坂田小バドミントン友の会）

3 與儀 菜々子（潮平シャトル）

平野 咲妃（坂田小バドミントン友の会）

4 新垣 優美子（沖縄バドミントン愛好会）

5 大嶺 亜希乃（潮平シャトル）

仲村渠 葵里子（潮平シャトル）





試合番号 結果詳細

第69回実業団ランク別選手権大会
男子ダブルスBクラス　令和2年2月9日(日)

1 4

上原 健義（糸満シャトル）
神原 大樹（糸満シャトル）

荷川取 秀人（ヤンマークラブ）
砂川 昌浩（ヤンマークラブ）

奥井 祐介（かなぐすくシャトル）
肥後 優子（かなぐすくシャトル）

奥井 祐介（かなぐすくシャトル）
肥後 優子（かなぐすくシャトル）

3 2

新垣 政喜（ヤンマークラブ)
新井 孝雄（ヤンマークラブ）

5 末吉 淳也（ヤンマークラブ)
小谷 和史（ヤンマークラブ）

1
荷川取 秀人（ヤンマークラブ）
砂川 昌浩（ヤンマークラブ）

新垣 政喜（ヤンマークラブ)
新井 孝雄（ヤンマークラブ）

2
上原 健義（糸満シャトル）
神原 大樹（糸満シャトル）

末吉 淳也（ヤンマークラブ)
小谷 和史（ヤンマークラブ）

3
奥井 祐介（かなぐすくシャトル）
肥後 優子（かなぐすくシャトル）

末吉 淳也（ヤンマークラブ)
小谷 和史（ヤンマークラブ）

4
荷川取 秀人（ヤンマークラブ）
砂川 昌浩（ヤンマークラブ）

上原 健義（糸満シャトル）
神原 大樹（糸満シャトル）

5
新垣 政喜（ヤンマークラブ)
新井 孝雄（ヤンマークラブ）



第69回実業団ランク別選手権大会
男子ダブルスCクラス　令和2年2月9日(日)

リーグ１

リーグ１　　1位1 6

リーグ2

譜久島 英次（琉球銀行）
前田 務（大謝名シャトル）

上良 聡（佐敷シャトル）
伊敷 ゆうすけ（佐敷シャトル）

栄盛 誠太（エイトミーズ）
竹盛 大航（エイトミーズ）

9 10

5仲田 清喜（サザンクロス）
船ヶ澤 昇（サザンクロス）

新屋敷 彦二（久茂地バドミントン）
大山 基（大山シニア）

2

7 8

3

11

リーグ3

4

松野 和彦（那覇市立病院）
宮城 伊玖磨（那覇市立病院）

12

13

リーグ2　　1位

リーグ3　　1位

呉屋 竜也（バドルフィンズ）
照屋 寛吉（バドルフィンズ）

真栄城 剛（サザンクロス）
 嘉手納 章（FUTSUクラブ）

長濱 正暁（佐敷シャトル）
西里 竜政（佐敷シャトル）

芝原 諒太（海上自衛隊）
本村 祥幸（海上自衛隊）

長浜 直杜（バドルフィンズ）
宮城 純一（バドルフィンズ）



3 4

第69回実業団ランク別選手権大会
女子ダブルスAクラス　令和2年2月9日(日)

新城 依里香（宮城シャトル）
松田 唯月（宮城シャトル）1

平敷 祥子（㈱金秀本社）
金城 悠姫（㈱ゆいはま）

外間 優花（沖縄銀行）
上原 愛枝（沖縄銀行）

2

試合番号 結果詳細

1
平敷 祥子（㈱金秀本社）
金城 悠姫（㈱ゆいはま）

2
外間 優花（沖縄銀行）
上原 愛枝（沖縄銀行）

3
平敷 祥子（㈱金秀本社）
金城 悠姫（㈱ゆいはま）

4
新城 依里香（宮城シャトル）
松田 唯月（宮城シャトル）

山川 鈴香（大木と愉快な仲間たち）

屋嘉比 恵理香（大木と愉快な仲間たち）

外間 優花（沖縄銀行）
上原 愛枝（沖縄銀行）

山川 鈴香（大木と愉快な仲間たち）
屋嘉比 恵理香（大木と愉快な仲間た
ち）

新城 依里香（宮城シャトル）
松田 唯月（宮城シャトル）

山川 鈴香（大木と愉快な仲間たち）
屋嘉比 恵理香（大木と愉快な仲間た
ち）



試合番号

1

第69回実業団ランク別選手権大会
女子ダブルスBクラス　令和2年2月9日(日)

山上 夏美（バドルフィンズ）
長浜 紗矢香（バドルフィンズ）

3

1 2

3

1 2

第69回実業団ランク別選手権大会

結果詳細

山上 夏美（バドルフィンズ）
長浜 紗矢香（バドルフィンズ）

女子ダブルスCクラス　令和2年2月9日(日)

平野 咲妃（潮平シャトル）
大嶺 亜希乃（潮平シャトル）

與儀 菜々子（潮平シャトル）
仲村渠 葵里子（潮平シャトル）

與那嶺 綾子（サザンクロス）
宮城 優子（サザンクロス）

與儀 菜々子（潮平シャトル）
仲村渠 葵里子（潮平シャトル）

與儀 菜々子（潮平シャトル）
仲村渠 葵里子（潮平シャトル）

2
山上 夏美（バドルフィンズ）
長浜 紗矢香（バドルフィンズ）

平野 咲妃（潮平シャトル）
大嶺 亜希乃（潮平シャトル）

5
與那嶺 綾子（サザンクロス）
宮城 優子（サザンクロス）

平野 咲妃（潮平シャトル）
大嶺 亜希乃（潮平シャトル）

試合番号 結果詳細

4
與那嶺 綾子（サザンクロス）
宮城 優子（サザンクロス）

黛 みどり（潮平シャトル）
上原 広美（潮平シャトル）

神谷 妙子（ヤンマークラブ）
辺士名 祐子（ヤンマークラブ）

3

黛 みどり（潮平シャトル）
上原 広美（潮平シャトル）

神谷 妙子（ヤンマークラブ）
辺士名 祐子（ヤンマークラブ）

6
黛 みどり（潮平シャトル）
上原 広美（潮平シャトル）

神谷 妙子（ヤンマークラブ）
辺士名 祐子（ヤンマークラブ）


