
男子１部
A 惣藤 友之 長塚 健夫 江崎 宏幸

選手氏名 深田 幸佑 石川 裕樹 井口 陽介

惣藤 友之 × ×

深田 幸佑 0-2 0-2

長塚 健夫 ○ ×

石川 裕樹 2-0 1-2

江崎 宏幸 ○ ○
井口 陽介 2-0 2-1

B 倉持　淳 半澤 隼人 中村 直樹
選手氏名 市場 裕也 飯塚 健太 青木 茂生

倉持　淳 × ×

市場 裕也 0-2 0-2

半澤 隼人 ○ ○

飯塚 健太 2-0 2-1

中村 直樹 ○ ×
青木 茂生 2-0 1-2

男子２部
A 宇佐 憲一郎 大友 博光 染谷 陽平

選手氏名 荒木　広 市場 一義 潮田 飛美
宇佐 憲一郎 ○ ×
荒木　広 2-1 1-2
大友 博光 × ×
市場 一義 1-2 0-2
染谷 陽平 ○ ○
潮田 飛美 2-1 2-0

B 北尾　馨 海野 英哉 古谷 佳生 佐藤 一誠
選手氏名 稲葉 勇介 飛田 昌良 平田 暖陽 松井 良輔

北尾　馨 × ○ ×

稲葉 勇介 0-2 2-1 0-2

海野 英哉 ○ ○ ×

飛田 昌良 2-0 2-0 0-2

古谷 佳生 × × ×

平田 暖陽 1-2 0-2 0-2

佐藤 一誠 ○ ○ ○
松井 良輔 2-0 2-0 2-0

男子３部
A 福田 健介 小川 皓也 俵　善秀

選手氏名 江藤　僚 奥沢 銀次 中岡 俊啓
福田 健介 ○ ○
江藤　僚 2-0 2-1
小川 皓也 × ×
奥沢 銀次 0-2 0-2
俵　善秀 × ○
中岡 俊啓 1-2 2-0

B 稲村 美穂 太田 和宏 齋藤　航 下村 照美
選手氏名 山田　聖 田村　潤 寺戸 恒洋 三井 崇永

稲村 美穂 ○ ○ ○

山田　聖 2-1 2-0 2-1

太田 和宏 × ○ ○

田村　潤 1-2 2-0 2-0

齋藤　航 × × ×

寺戸 恒洋 0-2 0-2 0-2

下村 照美 × × ○
三井 崇永 1-2 0-2 2-0

愛宕中学校 ０－３ ４愛宕中学校
一般 １－２ ３一般

松ヶ丘バドミントン ２－１ ２松ヶ丘バドミントン

順　位
所属団体

ドリーミング ３－０ １ドリーミング

フリースタイル １－１ ２フリースタイル

勝-敗

フライデーズ ２－０ １フライデーズ
愛宕中学校 ０－２ ３愛宕中学校

らびっと ３－０ １らびっと

勝-敗 順　位
所属団体

AZ78 ２－１ ２AZ78
愛宕中学校 ０－３ ４愛宕中学校

順　位
所属団体

ＨＰＣ １－２ ３ＨＰＣ

取手一高OB ２－０ １取手一高OB

勝-敗

ドリーミング １－１ ２ドリーミング
ラブオールズ ０－２ ３ラブオールズ

ハネックス １－１ ２ハネックス

勝-敗 順　位
所属団体

ラブオールズ ２－０ １ラブオールズ

一般 ０－２ ３ラブオールズ

ラブオールズ ２－０ １ラブオールズ

勝-敗 順　位
所属団体

ラブオールズ オープン ＊＊ラブオールズ

勝-敗 順　位
所属団体

守谷クラブ ０－２ ２一般



女子１部
A 飯塚 早希 大関 真美 野口　茜

選手氏名 石塚 若葉 飯田 愛耶 半澤　慧

飯塚 早希 ○ ×

石塚 若葉 2-0 1-2

大関 真美 × ×

飯田 愛耶 0-2 0-2

野口　茜 ○ ○
半澤　慧 2-1 2-0

B 小林 和佳菜 江崎 知菜 田中 千鶴
選手氏名 久保 音羽 熊谷 直美 高橋 裕美

小林 和佳菜 × ○
久保 音羽 0-2 2-1
江崎 知菜 ○ ○
熊谷 直美 2-0 2-0
田中 千鶴 × ×
高橋 裕美 1-2 0-2

女子２部　【決勝リーグ】
A 村田 華菜 村井 彩花 田中 千鶴 奥富 みなみ 片野 杏咲実

選手氏名 岡垣内 里菜 田代 美織 上野 綾子 工藤 遙香 飯島 千尋

村田 華菜 ○ × ○ ○

岡垣内 里菜 2-0 0-2 2-1 2-0
村井 彩花 × × ○ ×
田代 美織 0-2 0-2 2-0 0-2
田中 千鶴 ○ ○ ○ ○

上野 綾子 2-0 2-0 2-0 2-0

奥富 みなみ × × × ×

工藤 遙香 1-2 0-2 0-2 1-2
片野 杏咲実 × ○ × ○
飯島 千尋 0-2 2-0 0-2 2-1
女子３部

A 平井 梨恵 田中 楓華 渡邉 沙耶
選手氏名 平井 美梨 廣澤 藍 梅木 理名

平井 梨恵 ○ ○

平井 美梨 2-0 2-0

田中 楓華 × ○

廣澤 藍 0-2 2-0

渡邉 沙耶 × ×
梅木 理名 0-2 0-2

B 東　未羽 中村 璃星 小林 志穂莉

選手氏名 森 はるか 和気村 愛美 坂　心遥

東　未羽 × ×

森 はるか 0-2 0-2

中村 璃星 ○ ○

和気村 愛美 2-0 2-0

小林 志穂莉 ○ ×
坂　心遥 2-0 0-2

C 小林 明日未 青木 美緒 梯　博子 廣澤 菜摘
選手氏名 山本 夢乃 黒川 夢彩 松本 知子 福田 星恋

小林 明日未 ○ × ×

山本 夢乃 2-0 0-2 0-2

青木 美緒 × × ×

黒川 夢彩 0-2 0-2 0-2

梯　博子 ○ ○ ○

松本 知子 2-0 2-0 2-0

廣澤 菜摘 ○ ○ ×
福田 星恋 2-0 2-0 0-2

愛宕中 ２－１ ２愛宕中

愛宕中 ０－３ ４愛宕中
HPC ３－０ １HPC

順　位
所属団体

愛宕中 １－２ ３愛宕中

愛宕中 １－１ ２愛宕中

勝-敗

愛宕中 ０－２ ３愛宕中
愛宕中 ２－０ １愛宕中

愛宕中 ０－２ ３愛宕中

勝-敗 順　位
所属団体

松ヶ丘バドミントン ２－０ １松ヶ丘バドミントン
愛宕中 １－１ ２愛宕中

愛宕中
２－２ ３愛宕中

勝-敗 順　位
所属団体

フライデーズ ４－０ １一般
愛宕中 ０－４ ５愛宕中

愛宕中 １－３ ４愛宕中

勝-敗 順　位
所属団体

愛宕中 ３－１ ２愛宕中

ドリーミング ０－２ ３ドリーミング

ラブオールズ ２－０ １ラブオールズ

愛宕中 １－１ ２愛宕中

ラブオールズ ２－０ １ラブオールズ

勝-敗 順　位
所属団体

愛宕中 ０－２ ３愛宕中

勝-敗 順　位
所属団体

愛宕中 １－１ ２ラブオールズ



男・女４部
A 津布久 京香 小野 愛奈 綿引 和奏

選手氏名 上牧　葵 天坂 優花 赤坂 詩葉
津布久 京香 ○ ○
上牧　葵 2-0 2-1
小野 愛奈 × ○
天坂 優花 0-2 2-0
綿引 和奏 × ×
赤坂 詩葉 1-2 0-2

B 馬場 美羽 松本 倖花 方波見 花奈 小澤 優佳
選手氏名 古舘 愛里香 榎本 陽奈 斎藤 もも 片倉 真由美

馬場 美羽 × ○

古舘 愛里香 0-2 2-0

松本 倖花 ○ ○

榎本 陽奈 2-0 2-0

方波見 花奈 × ×

斎藤 もも 0-2 0-2

小澤 優佳
片倉 真由美

C 瀬尾 杏南 石塚 陽華李 葛谷 和奏 堀岡 咲希
選手氏名 奥村　葵 土門 さつき 廣田 琴美 松本 俐音

瀬尾 杏南 × × ○

奥村　葵 0-2 0-2 2-1
石塚 陽華李 ○ ○ ○
土門 さつき 2-0 2-0 2-0
葛谷 和奏 ○ × ○
廣田 琴美 2-0 0-2 2-0
堀岡 咲希 × × ×
松本 俐音 1-2 0-2 0-2
男・女５部

A 佐藤 愛梨 笠見 陽奈 永井 花凜
選手氏名 椎橋 彩玲 高野 絢南 葛谷 果歩

佐藤 愛梨 × ×
椎橋 彩玲 0-2 0-2
笠見 陽奈 ○ ×
高野 絢南 2-0 0-2
永井 花凜 ○ ○
葛谷 果歩 2-0 2-0

Ｂ 宮澤　こうみ 津布久 柊也 國母 七暖
選手氏名 永井 凜央 大原 さゆり 早矢仕 夏生

宮澤　こうみ ○ ×
永井 凜央 2-0 0-2
津布久 柊也 × ×
大原 さゆり 0-2 0-2
國母 七暖 ○ ○
早矢仕 夏生 2-0 2-0

松ヶ丘ジュニア ２－０ １松ヶ丘ジュニア

大井沢バドミントン １－１ ２大井沢バドミントン
御所ヶ丘ジュニア ０－２ ３御所ヶ丘ジュニア

大井沢バドミントン ２－０ １大井沢バドミントン

勝-敗 順　位
所属団体

松ヶ丘ジュニア ０－２ ３松ヶ丘ジュニア
御所ヶ丘ジュニア １－１ ２御所ヶ丘ジュニア

勝-敗 順　位
所属団体

松ヶ丘ジュニア
０－３ ４松ヶ丘ジュニア

大井沢バドミントン ２－１ ２大井沢バドミントン

御所ヶ丘ジュニア ３－０ １御所ヶ丘ジュニア

勝-敗 順　位
所属団体

松ヶ丘ジュニア １－２ ３松ヶ丘ジュニア

松ヶ丘ジュニア ０－２ ３松ヶ丘ジュニア
御所ヶ丘ジュニア キケン ＊＊御所ヶ丘ジュニア

御所ヶ丘ジュニア ２－０ １御所ヶ丘ジュニア

順　位
所属団体

松ヶ丘ジュニア １－１ ２松ヶ丘ジュニア

松ヶ丘ジュニア ０－２ ３松ヶ丘ジュニア

勝-敗

御所ヶ丘ジュニア ２－０ １御所ヶ丘ジュニア
松ヶ丘ジュニア １－１ ２松ヶ丘ジュニア

勝-敗 順　位
所属団体



決勝トーナメント
男子１部

0 2
0

0 71 0 2
72 0

2
2 2

男子２部 2
2 0

2 1 0
1 0

0 2
2 2

男子３部 2
2 0

0 2
0

1 2
2 2

女子１部
2 2

0
2 73 1 2

74 1
0

1 2

女子３部
2 1

0
0 63 2

2
0 2 1 78 2

2 77 0
0

2 66 0
0

2 2

４部
2 2

0 19 0 0 21 0

0 1
2 23 0 2 2

2
0

2
0 2 22

2

5部
2 2

0
2 9 2 0

10 0
0

1 2
松ヶ丘ジュ

ニア

津布久 柊也 大原 さゆり
御所ヶ丘
ジュニア

7
11

宮澤　こうみ 永井 凜央
大井沢バド

ミントン
國母 七暖 早矢仕 夏生

永井 花凜 葛谷 果歩
大井沢バド

ミントン
笠見 陽奈 高野 絢南

御所ヶ丘
ジュニア

8
佐藤 愛梨 椎橋 彩玲

松ヶ丘ジュ
ニア

石塚 陽華李 土門 さつき
御所ヶ丘
ジュニア

20 18
馬場 美羽 古舘 愛里香

松ヶ丘ジュ
ニア

綿引 和奏 赤坂 詩葉
松ヶ丘ジュ

ニア

松ヶ丘ジュ
ニア

瀬尾 杏南 奥村　葵
松ヶ丘ジュ

ニア
24

葛谷 和奏 廣田 琴美
大井沢バド

ミントン
25

無し

方波見 花奈 斎藤 もも
松ヶ丘ジュ

ニア
小野 愛奈 天坂 優花

松ヶ丘ジュ
ニア

16 17
堀岡 咲希 松本 俐音

津布久 京香 上牧　葵
御所ヶ丘
ジュニア

松本 倖花 榎本 陽奈
御所ヶ丘
ジュニア

中村 璃星 和気村 愛美 愛宕中 梯　博子 松本 知子 HPC

愛宕中
83

50
青木 美緒 黒川 夢彩 愛宕中 渡邉 沙耶 梅木 理名 愛宕中

64

愛宕中 小林 明日未 山本 夢乃 愛宕中
49

廣澤 菜摘 福田 星恋 愛宕中 小林 志穂莉 坂　心遥

ラブオール
ズ

平井 梨恵 平井 美梨
松ヶ丘バド

ミントン
田中 楓華 廣澤 藍 愛宕中

65
東　未羽 森 はるか

田中 千鶴 高橋 裕美 ドリーミング
59

82

小林 和佳菜 久保 音羽 愛宕中 江崎 知菜 熊谷 直美

野口　茜 半澤　慧
ラブオール

ズ
飯塚 早希 石塚 若葉 愛宕中

60
大関 真美 飯田 愛耶 愛宕中

愛宕中学校
51 53

俵　善秀 中岡 俊啓
フリースタイ

ル
福田 健介 江藤　僚

フライデー
ズ

奥沢 銀次 愛宕中学校
67 68

下村 照美 三井 崇永 一般
79

齋藤　航 寺戸 恒洋

潮田 飛美
取手一高

OB

太田 和宏 田村　潤
松ヶ丘バド

ミントン
稲村 美穂 山田　聖 ドリーミング 52

小川 皓也

54 56
宇佐 憲一郎 荒木　広 ドリーミング 染谷 陽平

ラブオール
ズ

69 70
北尾　馨 稲葉 勇介 ＨＰＣ

80
古谷 佳生 平田 暖陽 愛宕中学校

ラブオール
ズ

海野 英哉 飛田 昌良 AZ78
佐藤 一誠 松井 良輔 らびっと 55

大友 博光 市場 一義

倉持　淳 市場 裕也 一般
57

81

中村 直樹 青木 茂生 ハネックス 半澤 隼人 飯塚 健太

江崎 宏幸 井口 陽介
ラブオール

ズ
惣藤 友之 深田 幸佑 守谷クラブ

58
長塚 健夫 石川 裕樹

ラブオール
ズ


