
平成 22 年度さいたま市シニアオープンバドミントン大会 

大会会場 さいたま市記念総合体育館 

 

混合の部 (180 歳) 

（19 日） 
 翔友会 エンジェルス 酒豪ＮＥＴＳ 鳶羽会 勝点 勝数－負数 

翔友会  ○３－０ ○３－０ ○２－１  ３ ８－１ 

エンジェルス ×０－３  ×１－２ ×０－３  ０ １－８ 

酒豪ＮＥＴＳ ×０－３ ○２－１  ×０－３  １ ２－７ 

鳶羽会 ×１－２ ○３－０ ○３－０   ２ ７－２ 

 
（20 日） 

 エンジェルス 酒豪ＮＥＴＳ 鳶羽会 翔友会 勝点 勝数－負数 

エンジェルス  ○２－１ ×０－３ ×０－３  １ ２－７ 

酒豪ＮＥＴＳ ×１－２  ×０－３ ×１－２  ０ ２－７ 

鳶羽会 ○３－０ ○３－０  ○２－１  ３ ８－１ 

翔友会 ○３－０ ○２－１ ×１－２   ２ ６－３ 

＜合計＞ 

 勝点(19 日) 勝点(20 日) 勝/負数(19 日) 勝/負数(20 日) 合計勝点 合計勝/負数 順位 

翔友会  ３  ２ ８－１ ６－３  ５ 14－４ ２ 

エンジェルス  ０  １ １－８ ２－７  １ ３－15 ４ 

酒豪ＮＥＴＳ  １  ０ ２－７ ２－７  １ ４－14 ３ 

鳶羽会  ２  ３ ７－２ ８－１  ５ 15－３ １ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



混合の部 (240 歳) ※○数字は１９日予定 

 ＰＨＯＥＮＩＸ イーグル 
中央 

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 
埼玉県庁 酒豪ＮＥＴＳ ﾃﾞﾋﾞﾙﾊﾞｯﾂ 勝点 勝/負数 順位 

ＰＨＯＥＮＩＸ  ○２－１ ○３－０ ×１－２ ×１－２ ×１－２ ２ ８－７ ４ 

イーグル ×１－２  ○３－０ ×１－２ ×１－２ ×０－３ １ ６－９ ５ 

中央 
ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 

×０－３ ×０－３  ×０－３ ×０－３ ×０－３ ０ ０－15 ６ 

埼玉県庁 ○２－１ ○２－１ ○３－０  ×１－２ ○２－１ ４ 10－５ ２ 

酒豪ＮＥＴＳ ○２－１ ○２－１ ○３－０ ○２－１  ○２－１ ５ 11－４ １ 

デビルバッツ ○２－１ ○３－０ ○３－０ ×１－２ ×１－２  ３ 10－５ ３ 

混合の部 (300 歳) ※○数字は１９日予定 

 花見山 ｻﾀﾃﾞｨｰｽﾞ 深谷羽球 海ほたる ﾄﾞﾛｯｼｭ ｴﾝｼﾞｪﾙｽ 友羽 勝点 勝/負数 順位 

花見山  ○３－０ ○２－１ ○３－０ ○３－０ ○３－０ ○３－０ ６ 17－１ １ 

ｻﾀﾃﾞｨｰｽﾞ ×０－３  ×０－３ ×０－３ ×０－３ ○２－１ ×０－３ １ ２－16 ６ 

深谷羽球 ×１－２ ○３－０  ×１－２ ○２－１ ○３－０ ○２－１ ４ 12－６ ３ 

海ほたる ×０－３ ○３－０ ○２－１  ○２－１ ○３－０ ○３－０ ５ 13－５ ２ 

ドロッシュ ×０－３ ○３－０ ×１－２ ×１－２  ○３－０ ×１－２ ２ ９－９ ５ 

ｴﾝｼﾞｪﾙｽ ×０－３ ×１－２ ×０－３ ×０－３ ×０－３  ×０－３ ０ １－17 ７ 

友羽 ×０－３ ○３－０ ×１－２ ×０－３ ○２－１ ○３－０  ４ ９－９ ４ 

混合の部 (360 歳) ※○数字は１９日予定 

 
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 
ｼﾆｱ 

さくらんぼ 
米沢 

シニア 
カメリア 

ラブ 
オール 

ﾊﾞｰﾃﾞｨﾌﾞｰ
ﾏｰｽﾞＡ 

ﾊﾞｰﾃﾞｨﾌﾞｰ
ﾏｰｽﾞＢ 

勝点 勝/負数 順位 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ  ○２－１ ○３－０ ○３－０ ○３－０ ○２－１ ○３－０ ６ 16－２ １ 

さくらんぼ ×１－２  ○２－１ ○２－１ ×１－２ ×１－２ ○３－０ ３ 10－８ ３ 

米沢シニア ×０－３ ×１－２  ○２－１ ×０－３ ×０－３ ×１－２ １ ４－14 ７ 

カメリア ×０－３ ×１－２ ×１－２  ×１－２ ○２－１ ○２－１ ２ ７－11 ５ 

ラブオール ×０－３ ○２－１ ○３－０ ○２－１  ○２－１ ×１－２ ４ 10－８ ２ 

ﾊﾞｰﾃﾞｨ 
ﾌﾞｰﾏｰｽﾞＡ 

×１－２ ○２－１ ○３－０ ×１－２ ×１－２  ○２－１ ３ 10－８ ４ 

ﾊﾞｰﾃﾞ 
ﾌﾞｰﾏｰｽﾞＢ 

×０－３ ×０－３ ○２－１ ×１－２ ○２－１ ×１－２  ２ ６－12 ５ 

※「さくらんぼ」と「ﾊﾞｰﾃﾞｨﾌﾞｰﾏｰｽﾞＡ」の順位は、全試合合計の得点と失点差による。 



レディースの部 (240 歳) ※○数字は１９日予定 

 
大宮ｳｪﾝ
ﾃﾞｨｰｽﾞ 

フレッシュ 
郡山ポピ
ーＢ．Ｃ 

浦和 
あすなろ 

浦和さくら ミニーズ 
Ｖ 

シャトルズ 
勝点 勝/負数 順位 

大宮 
ｳｪﾝﾃﾞｨｰｽﾞ 

 ○３－０ ×１－２ ×１－２ ×１－２ ×１－２ ×１－２ １ ８－10 ６ 

フレッシュ ×０－３  ×０－３ ×０－３ ×０－３ ×０－３ ×１－２ ０ １－17 ７ 

郡山 
ポピーＢ．Ｃ 

○２－１ ○３－０  ×０－３ ×１－２ ×１－２ ○３－０ ３ 10－８ ４ 

浦和 
あすなろ 

○２－１ ○３－０ ○３－０  ×１－２ ○２－１ ○３－０ ５ 14－４ １ 

浦和さくら ○２－１ ○３－０ ○２－１ ○２－１  ×１－２ ○３－０ ５ 13－５ ３ 

ミニーズ ○２－１ ○３－０ ○２－１ ×１－２ ○２－１  ○３－０ ５ 13－５ ２ 

Ｖシャトルｽﾞ ○２－１ ○２－１ ×０－３ ×０－３ ×０－３ ×０－３  ２ ４－14 ５ 

※「浦和さくら」と「ミニーズ」の順位は、全試合合計の得点と失点差による。 

 

レディースの部 (300 歳) ※○数字は１９日予定 

 浦和もみじ ラビット 
浦和 

あすなろ 
ピヨコ 春よこい 

大宮 
ﾐｾｽｸﾗｯﾁ 

勝点 勝/負数 順位 

浦和もみじ  ×０－３ ×０－３ ×０－３ ×０－３ ×０－３ ０ ０－15 ６ 

ラビット ○３－０  ×１－２ ○２－１ ×０－３ ○３－０ ３ ９－６ ３ 

浦和あすなろ ○３－０ ○２－１  ○３－０ ○２－１ ○３－０ ５ 13－２ １ 

ピヨコ ○３－０ ×１－２ ×０－３  ×１－２ ×０－３ １ ５－10 ５ 

春よこい ○３－０ ○３－０ ×１－２ ○２－１  ○２－１ ４ 11－４ ２ 

大宮ﾐｾｽｸﾗｯﾁ ○３－０ ×０－３ ×０－３ ○３－０ ×１－２  ２ ７－８ ４ 

 

レディースの部 (360 歳) 

フラワーズ ○３－０ ムーン・ルナ 

※交流戦(オープン)結果は記載しない。 
 
 
 
 


