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大 会 会 長 堺　　　栄　一

大 会委 員長 若　月　滋　人

競 技委 員長 若　月　滋　人

審 判 長 長　谷　詔　子

総 務委 員長 鶴　田　雅　子

大 会 委 員 柳　　　敬　三 近　藤　志津子 中　本　百合江

吉　原　さと子 粕　谷　晴　美 村　田　弘　美

小　林　秀　子 小　野　賢　二 榛　村　隆　伸

大　坂　砂絵子 船　木　美加子 成　田　沙耶子

森　尻　裕　夫 高　橋　廣　明 飯　島　ゆ　き

伊　藤　康　江 伊　木　文　枝 工　藤　哲　也

１　試合数を公平に期すため、リーグ戦とトーナメント戦（敗者戦あり）の混在となっております。

　　なお、参加キャンセルなどにより、本プログラムと異なる組合せとなる場合があります。

２　ロビーでは練習をしないでください。

３　競技場内では、飲食および応援を行わないでください。

４　盗難が多発しています。貴重品には十分注意してください。

５　ゴミは各自でお持ち帰りください。

６　安全には十分注意してください。

　　事故については、主催者・主管者・後援者とも一切責任は負いません。

　　本大会は傷害保険に加入しています。怪我の際は本部へ直ちに申し出てください。

７　試合中のウェアについては、バドミントンに相応しいものを着用願います。
　　なお、主催者が不適切な服装と判断した場合は着替えをお願いする場合があります。

大 会 役 員

注意事項
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タイムテーブル

中野区団体戦Ⅱバドミントン大会（男子１・２・３部、女子１・２部）　　　平成３０年８月５日

１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート

1 2 3 4 5 6 7 8

2LT-A-1 2LT-A-2 2LT-B-1 2LT-B-2 2LT-C-1 1MT-A-1 1MT-A-2 1MT-B-1

9 10 11 12 13 14 15 16

1MT-C-1 3MT-A-1 3MT-B-1 3MT-C-1 2MT-A-1 2MT-A-2 2MT-B-1 2MT-B-2

17 18 19 20 21 22 23 24

2LT-A-3 2LT-A-4 2LT-B-3 2LT-B-4 2LT-C-2 1MT-A-3 1MT-A-4 1MT-B-2

25 26 27 28 29 30 31 32

1MT-C-2 3MT-A-2 3MT-B-2 3MT-C-2 2MT-A-3 2MT-A-4 2MT-B-3 2MT-B-4

33 34 35 36 37 38 39 40

1LT-1 1LT-2 2LT-C-3 1MT-B-3 1MT-C-3 3MT-A-3 3MT-B-3 3MT-C-3

41 42 43 44 45 46

2MT-決勝 1LT-3 1LT-4 2LT-1 1MT-1 3MT-1

47 48 49

2LT-決勝 1MT-決勝 3MT-決勝

※ タイムテーブルはあくまでも目安です。コールされてから５分以内にコートに入らない場合は棄権と
　　なりますのでご注意ください。
　　なお、試合の進行が早まる場合がありますので、開始予定時刻の２時間前までに受付を完了願います。

9:30

12:30

15:30

２



男子団体１部Ａブロック

男子団体１部
Ｂブロック

1 3

1 2

3 2

男子団体１部
Ｃブロック

1 3

1 2

3 2

※①②③は抽選で決定します。

ＥＡＳＴ６

ＣＢＣ

ＴＥＡＭ　ＢＡＫＩ　Ａ

中杉Ａ

ＣＢＣ ＴＥＡＭ　ＢＡＫＩ　Ａ ＥＡＳＴ６ 勝-敗 順　位

ザ・フレッシュＡ

水曜練

Aブロック三位決定戦

1MT-A-3

ザ・フレッシュＡ 水曜練 中杉Ａ 勝-敗 順　位

男子団体１部（１ＭＴ）

ｂｌｏｏｄ　ｏｒａｎｇｅ 太陽Ｂ
1MT-A-1 1MT-A-2

ザ・フレッシュＢ
1MT-A-4

ＷＥＬＣＯＭＥ　ＭＥＤ

男子団体１部（１ＭＴ）決勝トーナメント

1MT-決勝

1MT-1

①

②

③

３



 

男子団体２部Ａブロック

男子団体２部Ｂブロック

Bブロック三位決定戦

2MT-B-3

Aブロック三位決定戦

2MT-A-3

中杉Ｂ ウェンディーズＡ

2MT-B-1 2MT-B-2

太陽Ｃ
2MT-B-4

チアーズＡ

男子団体２部（２ＭＴ）

ＷＥＬＣＯＭＥ　Ａ ＴＥＡＭＢＡＫＩ　Ｂ

2MT-A-1 2MT-A-2

黒春会
2MT-A-4

フォクシー

男子団体２部（２ＭＴ）決勝トーナメント

2MT-決勝

①

②

４



 
男子団体３部
Ａブロック

1 3

1 2

3 2

男子団体３部
Ｂブロック

1 3

1 2

3 2

男子団体３部
Ｃブロック

1 3

1 2

3 2

※①②③は抽選で決定します。

中杉Ｃ

方南ウィングス

荒野バドミントン部

ギンレイ

方南ウィングス 荒野バドミントン部 中杉Ｃ 勝-敗 順　位

チーム鷺宮　Ｅ

チアーズＢ

ウェンディーズＢ

チーム鷺宮　Ｅ チアーズＢ ギンレイ 勝-敗 順　位

チーム鷺宮　Ａ

中杉Ｄ

男子団体３部（３ＭＴ）

チーム鷺宮　Ａ 中杉Ｄ ウェンディーズＢ 勝-敗 順　位

男子団体３部（３ＭＴ）決勝トーナメント

3MT-決勝

3MT-1

①

②

③

５



 

三位決定戦

1LT-3

女子団体１部（１ＬＴ）

ザ・フレッシュＡ ザ・フレッシュＢ

1LT-1 1LT-2

太陽Ａ
1LT-4

ＣＢＣ

６



女子団体２部Ａブロック

女子団体２部Ｂブロック

女子団体２部
Ｃブロック

1 3

1 2

3 2

※①②③は抽選で決定します。

杉並レディース　星

中野レディー・
ウィングス

中杉　Ｆ

Bブロック三位決定戦

2LT-B-3

中野レディー・
ウィングス 中杉　Ｆ 杉並レディース　星 勝-敗 順　位

Aブロック三位決定戦

2LT-A-3

チアーズＡ ザ・フレッシュＣ

2LT-B-1 2LT-B-2

ぐんじーじゃぱん
2LT-B-4

杉並アイリス

女子団体２部（２ＬＴ）

杉並レディース　月 チアーズＢ
2LT-A-1 2LT-A-2

チーム東原
2LT-A-4

ウェンディーズ

女子団体２部（２ＬＴ）決勝トーナメント

2LT-1

2LT-決勝

①

②

③

７



選手名簿

男子団体１部

ザ・フレッシュＡ 高柳　海斗 名取　久裕 杉山　保明 高橋　和也 坂本　大和 奥本　優 富田　健介

ザ・フレッシュＢ 前澤　悠裕 川村　亮介 太田　庸介 平山　直明 山本　博俊 高柳　健太 初田　翔平

中杉Ａ 北村　裕樹 古川　海斗 橋口　浩典 飯島　敬一郎 グェン　ヴエット　ハ 宮地　雄介

ＣＢＣ 近藤　純 細畑　幸太 小倉　拓己 田沼　旅宇 大森　千弥 常本　浩之

太陽Ｂ 天野　諭 西村　昭彦 石田　たけし 松井　瞭友 貞刈　慧亮 加藤　淳

水曜練 板倉　広泰 本間　誠 佐々木　将洋 戸張　創 有賀　靖晃 金城　祐一朗 桜井　匠

ｂｌｏｏｄ ｏｒａｎｇｅ 柴山　裕 大塚　龍義 増田　朋之 大越　岳 森園　理広 森本　光弥 大越　拓 大越　歩

ＴＥＡＭ ＢＡＫＩ Ａ 星野　雄一郎 山口　義人 秋山　雅彦 奥山　潤一 大久保　智志 馬場　天輝 榛村　隆伸

ＷＥＬＣＯＭＥ ＭＥＤ 宇賀神　崇行 松尾　馨 石井　達也 入江　元太 佐分　圭佑 菅野　寛之 池畠　慧

ＥＡＳＴ６ 太田　佳太朗 北出　晏千 佐々木　崇 伊藤　匠 花澤　雄一郎 角田　克也

男子団体２部

黒春会 笹井　裕介 稲次　正明 平良　祥太 眞野　雄 伊藤　広之 片浜　賢二

中杉Ｂ 田中　佑京 西村　雄志 高須　浩彰 折元　祐輝 磯部　哲郎 露木　晶平

太陽Ｃ 横山　賢 伊藤　明 望月　悟 上澤　寿稚 松平　泰紀 瀧川　拓史 上別府　悟

ＴＥＡＭＢＡＫＩ Ｂ 笠原　光 原田　健太郎 中込　顕一 伊澤　彰太 猪熊　朔也 風斗　雄一

チアーズＡ 佐藤　淳 永田　晴城 斉藤　大 小林　由貴夫 河田　章広 吉崎　志遠

ＷＥＬＣＯＭＥ Ａ 佐藤　宣隆 斉藤　広輝 音吉　慶介 平嶋　慶太 加藤　啓佑 久保田　悠介 西山　秀徳

フォクシー 大宮　智 飯田　龍之輔 小寺　陽平 山口　将司 朝倉　武士 重富　裕太

ウェンディーズＡ 村井　清憲 小泉　啓 嶋田　裕慈 小田野　正義 吉澤　克弥 石田　亮太

男子団体３部

中杉Ｄ 一井　克彦 榎園　修一 野間口　俊之 野上　岳大 鮫島　諒平 稗田　篤士

方南ウィングス 吉村　利幸 笹浦　義隆 岩佐　和俊 小野　賢二 森尻　裕夫 捻原　敏行

ウェンディーズＢ 熊谷　忠直 中川　明文 山田　幸一 宮尾　剛史 中塩　雅貴 吉田　圭輔

中杉Ｃ 佐々木　英 乗田　大夢 三浦　雄大 山中　明 田中　康太 内山　清顕

チアーズＢ 渡辺　充 中村　博紀 鳥山　謙一 関川　雄一 馬場　保之 日高　正勝 平田　健吾

ギンレイ 黒田　宗範 中野　祐 林　大輔 山本　祥平 三井　真太郎 飯島　翼 高橋　潤

チーム鷺宮 Ａ 橋本　栄 渡辺　久之 林　雄一郎 國澤　幸平 西沖　晃 荒川　光弘

チーム鷺宮 Ｅ 深津　芳久 植竹　一彦 青木　隆則 髙橋　廣明 川口　晃平 福田　武彦 近藤　良二

荒野バドミントン部 小島　脩彰 中尾　悠大 那須　優太 髙見　凌太 手塚　武 渡邉　和真
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選手名簿

女子団体１部

太陽Ａ 荒井　佳代子 吉田　ひかり 高田　ももこ 小松　亜耶 内満　若菜 大森　有夏

ＣＢＣ 関口　穂乃香 関口　香奈 澤田　純子 下村　彩乃 石田　華菜 芳垣　美弥 鈴木　彩

ザ・フレッシュＢ 栗林　優花 鎌田　万衣子 田中　優葵子 水野　良恵 菊池　はるか 高松　華子

ザ・フレッシュＡ 中川　茜 高柳　憂美 植田　さおり 菅原　千恵子 井出　寿々加 白川　里美

女子団体２部

杉並レディース 月 澤部　智砂 青木　洋子 菊井　由美子 斉藤　博美 鈴木　明子 佐野　利恵

杉並レディース 星 畑川　明子 小林　淑子 四ノ宮　佳子 山口　恭子 大嶺　夏奈子 内田　奈津絵

チアーズＢ 黒田　純子 直江　貴子 平田　朋子 安日　英 時田　幸枝 輪竹　恵美 門司　由美

チアーズＡ 星野　めぐみ 寺脇　美優 淺見　奈月 濱田　紘未 中田　千勢 橋本　未来

ぐんじーじゃぱん 山下　佳代子 堰野端　未佳 河野　環 藤田　直子 樋田　恵子 郡司　律子

中杉 Ｆ 前田　美穂 幸田　佳苗 岡田　愛美 待井　玲香 櫻井　未緒 川見　友恵

中野レディー・ウィングス 伊木　文枝 三井　牧子 船木　美加子 斉藤　優希 今野　亜紀子 大越　恭子 林　佳奈子

ウェンディーズ 須見　ひとみ 小田　昌子 西井　江津子 小野　まき子 大熊　真理子 小林　麻子 石田　裕子

ザ・フレッシュＣ 成田　沙耶子 加瀬　友梨奈 坂本　遥 中井　優紀 高田　夏鈴 三木　野乃加

杉並アイリス 秋山　昭子 桑名　祐子 石川　久美 松下　恭子 宮内　知子 大武　佳子

チーム東原 渡部　智恵子 八田　百々美 桑名　萌生 本橋　ちあき 嶋田　奈緒子 上田　晴世

９



 

ジュニア大会 2018年8月19日（日） 男・女ジュニアシングルス

秋季大会 2018年9月23日（日） 男・女ダブルス（１部～４部）

新春大会 2019年2月9日（土） 男・女シングルス（１部～４部）

男・女シニアシングルス

男・女ジュニアシングルス（１部・２部）

混合大会 2019年3月31日（日） ミックスダブルス（１部～４部）

男・女年齢別ダブルス（１部～４部）

　　　　　　　   大会・協会登録 問い合わせ先　　　

粕谷　ＴＥＬ　０８０－１２５０－１６２２

鶴田　ＴＥＬ　０３－３８２５－９０１９

平成３０年度中野区バドミントン協会大会

１０


