
Aブロック アースクラブA 大宮BC フレンドA 勝－負 順位

アースクラブA ○３－０ ○２－１ ２－０ 1

大宮BC ☓０－３ ☓１－２ ０－２ 3

フレンドA ☓１－２ ○２－１ １－１ 2

Bブロック いちごクラブ スーパーウインク レッドリボン 勝－負 順位

いちごクラブ ○２－１ ☓０－３ １－１ 2

スーパーウインク ☓１－２ ☓０－３ ０－２ 3

レッドリボン ○３－０ ○３－０ ２－０ 1

順位決定戦 Aブロック 結果 Bブロック

１・２位決定戦 アースクラブA ○２－１ レッドリボン

３・４位決定戦 フレンドA ２－０ いちごクラブ

５・６位決定戦 大宮BC ０－２ スーパーウインク

Aブロック URAWANETS　A ダックリングス フォレスターA 勝－負 順位

URAWANETS　A ○３－０ ○２－１ ２－０ 1

ダックリングス ☓０－３ ☓１－２ ０－２ 3

フォレスターA ☓１－２ ○２－１ １－１ 2

Bブロック アースクラブＢ 埼大同好会A 羽飛 勝－負 順位

アースクラブＢ ○２－１ ○２－１ ２－０ 1

埼大同好会A ☓１－２ ○２－１ １－１ 2

羽飛 ☓１－２ ☓１－２ ０－２ 3

順位決定戦 Aブロック 結果 Bブロック

１・２位決定戦 URAWANETS A ２－０ アースクラブＢ

３・４位決定戦 フォレスターA ０－２ 埼大同好会A

５・６位決定戦 ダックリングス １－２ 羽飛
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男子1部

男子２部



Aブロック URAWANETS　B 浦和大学A エンジェルスA 勝－負 順位

URAWANETS　B ○２－１ ☓０－３ １－１ 2

浦和大学A ☓１－２ ☓１－２ ０－２ 3

エンジェルスA ○３－０ ○２－１ ２－０ 1

Bブロック ＰＨＯＥＮＩＸ 魂 Butit's 勝－負 順位

ＰＨＯＥＮＩＸ ○２－１ ☓１－２ １－１ 2

魂 ☓１－２ ☓１－２ ０－２ 3

Butit's ○２－１ ○２－１ ２－０ 1

順位決定戦 Aブロック 結果 Bブロック

１・２位決定戦 エンジェルスA ２－１ Butit's

３・４位決定戦 URAWANETS B ０－２ ＰＨＯＥＮＩＸ

５・６位決定戦 浦和大学A ０－２ 魂

Aブロック フレンドB 七里バドミントンクラブ バド・ウイング 勝－負 順位

フレンドB ☓０－３ ☓０－３ ０－２ 3

七里バドミントンクラブ ○３－０ ○２－１ ２－０ 1

バド・ウイング ○３－０ ☓１－２ １－１ 2

Bブロック 埼大同好会B イーグル エンジェルスB 勝－負 順位

埼大同好会B ☓１－２ ☓０－３ ０－２ 3

イーグル ○２－１ ☓０－３ １－１ 2

エンジェルスB ○３－０ ○３－０ ２－０ 1

順位決定戦 Aブロック 結果 Bブロック

１・２位決定戦 七里バドミントンクラブ ０－２ エンジェルスB

３・４位決定戦 バド・ウイング １－２ イーグル

５・６位決定戦 フレンドB ２－１ 埼大同好会B

男子３部

男子４部



１５ポイント

Aブロック 浦和クラブ 中央スポーツＡ ジョイナス 浦和大学B フォレスターB 勝－負 順位

浦和クラブ ☓１－２ ○２－１ ○２－１ ○３－０ ３－１ 1

中央スポーツクラブＡ ○２－１ ☓１－２ ☓１－２ ○３－０ ２－２ 4

ジョイナス ☓１－２ ○２－１ ☓１－２ ○３－０ ２－２ 3

浦和大学B ☓１－２ ○２－１ ○２－１ ○３－０ ３－１ 2

フォレスターB ☓０－３ ☓０－３ ☓０－３ ☓０－３ ０－４ 5

１５ポイント

Aブロック 埼大同好会C 中央スポーツＢ フォレスターC エンジェルスC リヴサス 勝－負 順位

埼大同好会C ○２－１ ○２－１ ☓１－２ ☓０－３ ２－２ 3

中央スポーツクラブB ☓１－２ ☓０－３ ☓０－３ ☓０－３ ０－４ 5

フォレスターC ☓１－２ ○３－０ ☓０－３ ☓０－３ １－３ 4

エンジェルスC ○２－１ ○３－０ ○３－０ ☓１－２ ３－１ 2

リヴサス ○３－０ ○３－０ ○３－０ ○２－１ ４－０ 1

男子６部

男子５部



Aブロック いちごクラブ 与野撫子Ａ 浦和あすなろＡ 勝－負 順位

いちごクラブ ○２－１ ☓０－３ １－１ 2

与野撫子Ａ ☓１－２ ☓１－２ ０－２ 3

浦和あすなろＡ ○３－０ ○２－１ ２－０ 1

Bブロック 大宮ヘアピンＡ 大宮ラピス 浦和さくらA 勝－負 順位

大宮ヘアピンＡ ○２－１ ○２－１ ２－０ 1

大宮ラピス ☓１－２ ☓１－２ ０－２ 3

浦和さくらA ☓１－２ ○２－１ １－１ 2

順位決定戦 Aブロック 結果 Bブロック

１・２位決定戦 浦和あすなろＡ ２－０ 大宮ヘアピンＡ

３・４位決定戦 いちごクラブ ２－０ 浦和さくらA

５・６位決定戦 与野撫子Ａ １－２ 大宮ラピス

Aブロック フレンド 大宮グレースＡ ダックリングスA 勝－負 順位

フレンド ☓１－２ ☓１－２ ０－２ 3

大宮グレースＡ ○２－１ ☓０－３ １－１ 2

ダックリングスA ○２－１ ○３－０ ２－０ 1

Bブロック 大宮ミセスクラッチ 大宮ヘアピンＢ ぽぽん太 勝－負 順位

大宮ミセスクラッチ ○２－１ ☓１－２ １－１ 2

大宮ヘアピンＢ ☓１－２ ☓１－２ ０－２ 3

ぽぽん太 ○２－１ ○２－１ ２－０ 1

順位決定戦 Aブロック 結果 Bブロック

１・２位決定戦 ダックリングスA ２－０ ぽぽん太

３・４位決定戦 大宮グレースＡ １－２ 大宮ミセスクラッチ

５・６位決定戦 フレンド ２－０ 大宮ヘアピンＢ

女子1部

女子２部



Aブロック 与野撫子Ｂ 埼大同好会 大宮チェリーズ 勝－負 順位

与野撫子Ｂ ○３－０ ○３－０ ２－０ 1

埼大同好会 ☓０－３ ○２－１ １－１ 2

大宮チェリーズ ☓０－３ ☓１－２ ０－２ 3

Bブロック 浦和もみじA 浦和さくらB 浦和あすなろＢ 勝－負 順位

浦和もみじA ○２－１ ☓０－３ １－１ 2

浦和さくらB ☓１－２ ☓０－３ ０－２ 3

浦和あすなろＢ ○３－０ ○３－０ ２－０ 1

順位決定戦 Aブロック 結果 Bブロック

１・２位決定戦 与野撫子Ｂ ０－２ 浦和あすなろＢ

３・４位決定戦 埼大同好会 ２－１ 浦和もみじA

５・６位決定戦 大宮チェリーズ ２－１ 浦和さくらB

女子３部



１５ポイント

Aブロック イーグル 与野撫子Ｃ ブルーシャトルズ 浦和あすなろＣ エンジェルス 勝－負 順位

イーグル ○２－１ ○３－０ ○３－０ ○３－０ ４－０ 1

与野撫子Ｃ ☓１－２ ○３－０ ○２－１ ○３－０ ３－１ 2

ブルーシャトルズ ☓０－３ ☓０－３ ○２－１ ○２－１ ２－２ 3

浦和あすなろＣ ☓０－３ ☓１－２ ☓１－２ ☓１－２ ０－４ 5

エンジェルス ☓０－３ ☓０－３ ☓１－２ ○２－１ １－３ 4

Aブロック ダックリングスB 奈良クラブ 浦和もみじB 大宮グレースＢ 勝－負 順位

ダックリングスB ○２－１ ○２－１ ○２－１ ３－０ １

奈良クラブ ☓１－２ ○２－１ ☓１－２ １－２ ２

浦和もみじB ☓１－２ ☓１－２ ○２－１ １－２ ３

大宮グレースＢ ☓１－２ ○２－１ ☓１－２ １－２ ４

Aブロック 与野撫子Ｄ H.B.C Team かめ☆ こばとん 勝－負 順位

与野撫子Ｄ ○３－０ ○３－０ ○３－０ ３－０ １

H.B.C ☓０－３ ○３－０ ☓１－２ １－２ ３

Team かめ☆ ☓０－３ ☓０－３ ☓０－３ ０－３ ４

こばとん ☓０－３ ○２－１ ○３－０ ２－１ ２

女子４部

女子５部

女子６部



1 アースクラブA 1 浦和あすなろＡ

2 レッドリボン 2 大宮ヘアピンＡ

3 フレンドA 3 いちごクラブ

4 いちごクラブ 4 浦和さくらA

5 スーパーウインク 5 大宮ラピス

6 URAWANETS A 6 ダックリングスA

7 大宮BC 7 与野撫子Ａ

8 アースクラブＢ 8 ぽぽん太

9 埼大同好会A 9 大宮ミセスクラッチ

10 フォレスターA 10 大宮グレースＡ

11 羽飛 11 フレンド

12 エンジェルスA 12 浦和あすなろＢ

13 ダックリングス 13 大宮ヘアピンＢ

14 Butit's 14 与野撫子Ｂ

15 ＰＨＯＥＮＩＸ 15 埼大同好会

16 URAWANETS B 16 浦和もみじA

17 魂 17 大宮チェリーズ

18 エンジェルスB 18 イーグル

19 浦和大学A 19 浦和さくらB

20 七里バドミントンクラブ 20 与野撫子Ｃ

21 イーグル 21 ブルーシャトルズ

22 バド・ウイング 22 エンジェルス

23 フレンドB 23 ダックリングスB

24 浦和クラブ 24 浦和あすなろＣ

25 埼大同好会B 25 奈良クラブ

26 浦和大学B 26 浦和もみじB

27 ジョイナス 27 与野撫子Ｄ

28 中央スポーツクラブＡ 28 大宮グレースＢ

29 リヴサス 29 こばとん

30 フォレスターB 30 H.B.C

31 エンジェルスC 31 Team かめ☆

32 埼大同好会C

33 フォレスターC 昇格

34 中央スポーツクラブB 降格

男子 女子

市民大会最終結果（チームランキング）


