
大会名 第36回所沢市春季バドミントン大会
期日 2019/6/15 8:30～17:00
会場 所沢市民体育館

種目 ダブルス 三位決定戦なし
参加数 67ペア

部 優勝 準優勝 第三位 第三位
さいとう　もとのぶ ふじの　ひろふみ なかがわ　つばさ にしだ　りゅういちろう 1 7 11 3
斎藤　元伸 藤野　紘史 中川　翼 西田　隆一郎 1 1 1 1

ＷＡＫＡＴＡＫＥＢ．Ｃ ＷＡＫＡＴＡＫＥＢ．Ｃ 西所沢ＢＣ ＷＡＫＡＴＡＫＥＢ．Ｃ MD1 MD1 MD1 MD1

いちの　たかやす ちゃん　とうあんずん あさい　しょうた かぶらぎ　ひろき

市野　貴康 チャン　トウアンズン 浅井　匠太 鏑木　博貴
ＷＡＫＡＴＡＫＥＢ．Ｃ ＷＡＫＡＴＡＫＥＢ．Ｃ 西所沢ＢＣ ＷＡＫＡＴＡＫＥＢ．Ｃ

おおた　むねたか おおの　まさひろ かとう　たく - 19 21 13 0
太田　宗孝 大野　真広 加藤　卓 - 1 1 1 0
一般 小手指スマッシュ シャトル和田 - MD2 MD2 MD2 MD2

かわむら　ともあき とまり　しょうた やかべ　せいや -
川村　誠朗 泊　翔太 矢ヶ部　聖也 -
一般 小手指スマッシュ シャトル和田 -

さとう　ひろやす こやま　しょうた ささき　ひより くろいし　しんいち 33 37 23 25
佐藤　弘康 小山　翔大 佐々木　日和 黒石　信一 1 1 1 1
西所沢ＢＣ 所沢北高 ｊ－Birds 西所沢ＢＣ MD3 MD3 MD3 MD3

まちだ　ゆうと おくやま　なおと もりたに　こういち かねこ　ひろし
町田　勇人 奥山　直人 守谷　浩一 金子　洋
西所沢ＢＣ 所沢北高 ｊ－Birds 西所沢ＢＣ

なかむら　のぶお くの　ゆうや えばた　ただし なかむら　たつや 55 49 45 53
中村　伸生 久野　侑哉 江畑　正 中村　辰也 1 1 1 1
西所沢ＢＣ 所沢北高 西所沢ＢＣ 小手指スマッシュ MD4 MD4 MD4 MD4

たなか　みつはる せきね　こうへい たかはし　ひさお たかはま　あきら

田中　光春 関根　康平 高橋　久雄 高浜　明
西所沢ＢＣ 所沢北高 西所沢ＢＣ 小手指スマッシュ

すずき　かずひろ ひばら　あつし ちょうなん　あきら - 65 63 59 0
鈴木　一広 樋原　睦之 長南　明 - 1 1 1 0
フジクラブ BSS フレームショット - MDS MDS MDS MDS

かみお　ひろし まつざわ　りょうじ ふるき　ともゆき -
神尾　博 松澤　竜二 古木　智之 -
フジクラブ BSS フレームショット -

いのうえ　いずみ さだまつ　ななこ やまもと　ひとほ - 71 75 77 0
井上　泉 貞松　菜々子 山本　一穂 - 1 1 1 0

ＷＡＫＡＴＡＫＥＢ．Ｃ ｊ－Birds 所沢北高 - LD1 LD1 LD1 LD1

おおわだ　まゆ やまもと　ゆり にいむら　そうこ -
大和田　真由 山本　友梨 新村　蒼子 -
ＷＡＫＡＴＡＫＥＢ．Ｃ ｊ－Birds 所沢北高 -
すずき　りん どうだ　ゆうか よしだ　まさみ うちかど　るりこ 103 105 95 99
鈴木　りん 堂田　ゆうか 吉田　雅美 内門　るり子 1 1 1 1
西所沢ＢＣ 秋草学園 所沢火曜会 BSS LD3 LD3 LD3 LD3

たかはし　くれは こさい　せな よしだ　もえ すずき　あきこ
髙橋　紅葉 小佐井　聖菜 吉田　萌恵 鈴木　明子
西所沢ＢＣ 秋草学園 所沢火曜会 BSS
みうら　ことね いしかわ　やすこ すどう　ちおり とまり　はるな 111 125 115 119

三浦　琴音 石川　靖子 須藤　千音梨 泊　晴菜 1 1 1 1
羽球倶楽部 所沢二期会 所沢商業高 小手指スマッシュ LD4 LD4 LD4 LD4

さいとう　あゆか おぎの　けいこ あらい　りおな もり　ゆうき
斎藤　あゆか 荻野　恵子 新井　里緒奈 森　優姫
羽球倶楽部 所沢二期会 所沢商業高 小手指スマッシュ
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