
さいたま市バドミントン協会

さいたま市春季バドミントン大会
（団体戦）

期日 2018年5月6日(日)

会場

主催

サイデン化学アリーナ
(さいたま市記念総合体育館)



　①メイン（男子１・７・８部、女子１～７部）

　

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

　

5 6

3 4

1 2

本部

　　必ず受付時(大会開始前まで)に行って下さい。不正出場があった場合、失格とします。　

１ゲーム ２ゲーム ファイナル

21 21 5

15 15 5

＊　予選リーグで同勝点の場合は、日本バドミントン協会規則による。

　    　対戦チーム同士で行う。使用したシャトルは必ず、競技本部へ返却すること。

　⑤その他

　　    　試合は対戦チームの了解を得て重複試合により行う。

　　    ・試合開始時前の練習時間は有りません。直ちに試合を開始してください。

予選リーグ

順位決定戦

＊　進行が遅れた場合には大会途中でポイントを変更する場合があります。

　④審判

　　    尚、試合途中でシャトルが不足の場合は、使用済みシャトルを持参して交換する。

　　    ・試合開始時（開始挨拶時）に選手が６名揃わない場合、オープン試合とする。

全て打ち切り

２．大会競技方法

　①選手変更

　②怪我をされた場合

　　大会当日にスポーツ傷害保険に加入していますので、必ず申し出てください。

　③試合進行

備考

競技場の注意

１．会場配置図

入口

本部

　②サブ（男子２～６部）

入口



１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

09:20 WT7-1 WT7-2 WT1-A-1 WT1-B-1 WT2-A-1 WT2-B-1 WT3-A-1 WT3-B-1 WT4-A-1 WT4-B-1 WT5-A-1 WT5-B-1

対戦者 大宮ミセスクラッチＢ 大宮ラピスＣ フレンドＡ いちごクラブＡ 浦和あすなろＡ フレンドＢ いちごクラブＢ 大宮ラピスＢ 与野撫子Ａ 橙クラブ フレッシュ 大宮ヘアピンＣ

フォレスター バド．ウイングＢ ＰＨＯＥＮＩＸＡ ＥａｒｔｈＣＬＵＢＡ 浦和さくらＡ ぽぽん太 Ｂｕｔｉｔ＇ｓ 大宮ヘアピンＡ 浦和さくらＢ Ｖシャトルズ 大宮グレースＢ 浦和あすなろＢ

10:40 WT6-A-1 WT6-B-1 MT1-A-1 MT1-B-1 MT7-A-1 MT7-B-1 MT8-1 MT8-2 WT7-3 WT7-4 WT1-A-2 WT1-B-2

対戦者 大宮レモンズ 浦和もみじＡ フレンドＡ いちごクラブＡ Ｂｕｔｉｔ＇ｓＣ ＰＨＯＥＮＩＸ＿Ｂ ＵＭＢＣ 前代未聞Ｂ 大宮ミセスクラッチＢ フォレスター ＰＨＯＥＮＩＸＡ ＥａｒｔｈＣＬＵＢＡ

大宮グレースＣ 大宮ヘアピンＢ ＥａｒｔｈＣＬＵＢＡ 大宮ＢＣ バド．ウィングＣ 大牧フェニックスＣ アンルーザー Ｖシャトルズ 七里ＢＣ 大宮ラピスＣ ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ 大宮ラピスＡ

12:00 WT2-A-2 WT2-B-2 WT3-A-2 WT3-B-2 WT4-A-2 WT4-B-2 WT5-A-2 WT5-B-2 WT6-A-2 WT6-B-2 MT1-A-2 MT1-B-2

対戦者 浦和さくらＡ ぽぽん太 Ｂｕｔｉｔ＇ｓ 大宮ヘアピンＡ 浦和さくらＢ Ｖシャトルズ 大宮グレースＢ 浦和あすなろＢ 大宮グレースＣ 大宮ヘアピンＢ ＥａｒｔｈＣＬＵＢＡ 大宮ＢＣ

ダックリングスＡ 大宮グレースＡ ＰＨＯＥＮＩＸＢ ツインズ・無鉄砲 バド．ウイングＡ イーグル 埼大同好会 ダックリングスＢ 大宮ミセスクラッチＡ 与野撫子Ｃ 前代未聞Ａ ねっといん

13:20 MT7-A-2 MT7-B-2 MT8-3 MT8-4 WT7-5 WT7-6 WT1-A-3 WT1-B-3 WT2-A-3 WT2-B-3 WT3-A-3 WT3-B-3

対戦者 バド．ウィングＣ 大牧フェニックスＣ ＵＭＢＣ アンルーザー 七里ＢＣ 大宮ミセスクラッチＢ フレンドＡ いちごクラブＡ 浦和あすなろＡ フレンドＢ いちごクラブＢ 大宮ラピスＢ

エンジェルス 埼大同好会Ｂ 前代未聞Ｂ Ｖシャトルズ バド．ウイングＢ 大宮ラピスＣ ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ 大宮ラピスＡ ダックリングスＡ 大宮グレースＡ ＰＨＯＥＮＩＸＢ ツインズ・無鉄砲

14:40 WT4-A-3 WT4-B-3 WT5-A-3 WT5-B-3 WT6-A-3 WT6-B-3 MT1-A-3 MT1-B-3 MT7-A-3 MT7-B-3 MT8-5 MT8-6

対戦者 与野撫子Ａ 橙クラブ フレッシュ 大宮ヘアピンＣ 大宮レモンズ 浦和もみじＡ フレンドＡ いちごクラブＡ Ｂｕｔｉｔ＇ｓＣ ＰＨＯＥＮＩＸ＿Ｂ ＵＭＢＣ アンルーザー

バド．ウイングＡ イーグル 埼大同好会 ダックリングスＢ 大宮ミセスクラッチＡ 与野撫子Ｃ 前代未聞Ａ ねっといん エンジェルス 埼大同好会Ｂ Ｖシャトルズ 前代未聞Ｂ

16:00 WT7-7 WT7-8 WT1決1-2 WT1決3-4 WT1決5-6 WT2決1-2 WT2決3-4 WT2決5-6 WT3決1-2 WT3決3-4 WT3決5-6 WT4決1-2

対戦者 フォレスター 七里ＢＣ

バド．ウイングＢ 大宮ラピスＣ

17:20 WT4決3-4 WT4決5-6 WT5決1-2 WT5決3-4 WT5決5-6 WT6決1-2 WT6決3-4 WT6決5-6 MT1決1-2 MT1決3-4 MT1決5-6 MT7決1-2

対戦者

18:40 MT7決3-4 MT7決5-6 WT7-9 WT7-10

対戦者 大宮ミセスクラッチＢ フォレスター

バド．ウイングＢ 七里ＢＣ

メインタイムテーブル（流し込み方式）



１ ２ ３ ４ ５ ６

09:20 MT2-A-1 MT2-B-1 MT3-A-1 MT3-B-1 MT4-A-1 MT4-B-1

対戦者 ＵＲＡＷＡＮＥＴＳＡ いちごクラブＢ バド．ウィングＢ フォレスターＡ 中央スポーツクラブＡ 橙クラブ

ＣＲＵＮＫＳＡ ラブオール シャトルズ 奈良クラブ けやきクラブ 埼大同好会Ａ

10:40 MT5-A-1 MT5-B-1 MT6-A-1 MT6-B-1 MT2-A-2 MT2-B-2

対戦者 さきたまクラブ 浦和クラブ ＰＨＯＥＮＩＸ＿Ａ フォレスターＢ ＣＲＵＮＫＳＡ ラブオール

ＣＲＵＮＫＳＢ ジョイナス ＹＯＮＯＸ ＥａｒｔｈＣＬＵＢＢ スーパーウインクＡ フレンドＢ

12:00 MT3-A-2 MT3-B-2 MT4-A-2 MT4-B-2 MT5-A-2 MT5-B-2

対戦者 シャトルズ 奈良クラブ けやきクラブ 埼大同好会Ａ ＣＲＵＮＫＳＢ ジョイナス

Ｂｕｔｉｔ＇ｓＢ スーパーウインクＢ ＵＲＡＷＡＮＥＴＳＢ Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ リヴサス ダックリングスＢ

13:20 MT6-A-2 MT6-B-2 MT2-A-3 MT2-B-3 MT3-A-3 MT3-B-3

対戦者 ＹＯＮＯＸ ＥａｒｔｈＣＬＵＢＢ ＵＲＡＷＡＮＥＴＳＡ いちごクラブＢ バド．ウィングＢ フォレスターＡ

七里ＢＣ Ｗ－Ｇａｒｄｅｎ スーパーウインクＡ フレンドＢ Ｂｕｔｉｔ＇ｓＢ スーパーウインクＢ

14:40 MT4-A-3 MT4-B-3 MT5-A-3 MT5-B-3 MT6-A-3 MT6-B-3

対戦者 中央スポーツクラブＡ 橙クラブ さきたまクラブ 浦和クラブ ＰＨＯＥＮＩＸ＿Ａ フォレスターＢ

ＵＲＡＷＡＮＥＴＳＢ Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ リヴサス ダックリングスＢ 七里ＢＣ Ｗ－Ｇａｒｄｅｎ

16:00 MT2決1-2 MT2決3-4 MT2決5-6 MT3決1-2 MT3決3-4 MT3決5-6

対戦者

17:20 MT4決1-2 MT4決3-4 MT4決5-6 MT5決1-2 MT5決3-4 MT5決5-6

対戦者

18:40 MT6決1-2 MT6決3-4 MT6決5-6

対戦者

サブタイムテーブル（流し込み方式）



男子団体１部
Ａブロック

男子団体１部
Ｂブロック

順位決定戦

１・２位決定戦

３・４位決定戦

５・６位決定戦

男子団体２部
Ａブロック

男子団体２部
Ｂブロック

順位決定戦

１・２位決定戦

３・４位決定戦

５・６位決定戦

フレンドＢ 3 2

Aブロック 結果 Bブロック

ラブオール 1 2

いちごクラブＢ 1 3

いちごクラブＢ ラブオール フレンドＢ 勝-敗 順　位

スーパーウインクＡ 3 2

ＣＲＵＮＫＳ　Ａ 1 2

ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ　Ａ 1 3

男子団体２部(サブ）

ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ　Ａ ＣＲＵＮＫＳ　Ａ スーパーウインクＡ 勝-敗 順　位

Aブロック 結果 Bブロック

3 2ねっといん

大宮ＢＣ 1 2

いちごクラブＡ 1 3

いちごクラブＡ 大宮ＢＣ ねっといん 勝-敗 順　位

3 2前代未聞Ａ

ＥａｒｔｈＣＬＵＢ　　Ａ 1 2

フレンドＡ 1 3

男子団体１部（メイン）

フレンドＡ ＥａｒｔｈＣＬＵＢ　　Ａ 前代未聞Ａ 勝-敗 順　位



男子団体３部
Ａブロック

男子団体３部
Ｂブロック

順位決定戦

１・２位決定戦

３・４位決定戦

５・６位決定戦

男子団体４部
Ａブロック

男子団体４部
Ｂブロック

順位決定戦

１・２位決定戦

３・４位決定戦

５・６位決定戦

2

勝-敗 順　位フォレスターＡ 奈良クラブ スーパーウインクＢ

Aブロック 結果 Bブロック

Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ 3 2

埼大同好会Ａ 1 2

橙クラブ 1 3

橙クラブ 埼大同好会Ａ Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ 勝-敗 順　位

ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ　Ｂ 3 2

けやきクラブ 1 2

中央スポーツクラブＡ 1 3

男子団体４部（サブ）

中央スポーツクラブＡ けやきクラブ ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ　Ｂ 勝-敗 順　位

Aブロック 結果 Bブロック

スーパーウインクＢ 3 2

奈良クラブ 1

フォレスターＡ 1 3

Ｂｕｔｉｔ＇ｓ　Ｂ 3 2

シャトルズ 1 2

バド．ウィングＢ 1 3

男子団体３部（サブ）

バド．ウィングＢ シャトルズ Ｂｕｔｉｔ＇ｓ　Ｂ 勝-敗 順　位



男子団体５部
Ａブロック

男子団体５部
Ｂブロック

順位決定戦

１・２位決定戦

３・４位決定戦

５・６位決定戦

男子団体６部
Ａブロック

男子団体６部
Ｂブロック

順位決定戦

１・２位決定戦

３・４位決定戦

５・６位決定戦

Aブロック 結果 Bブロック

Ｗ－Ｇａｒｄｅｎ 3 2

ＥａｒｔｈＣＬＵＢ　Ｂ 1 2

フォレスターＢ 1 3

フォレスターＢ ＥａｒｔｈＣＬＵＢ　Ｂ Ｗ－Ｇａｒｄｅｎ 勝-敗 順　位

七里ＢＣ 3 2

ＹＯＮＯＸ 1 2

ＰＨＯＥＮＩＸ＿Ａ 1 3

男子団体６部（サブ）

ＰＨＯＥＮＩＸ＿Ａ ＹＯＮＯＸ 七里ＢＣ 勝-敗 順　位

Aブロック 結果 Bブロック

ダックリングスＢ 3 2

ジョイナス 1 2

浦和クラブ 1 3

浦和クラブ ジョイナス ダックリングスＢ 勝-敗 順　位

リヴサス 3 2

ＣＲＵＮＫＳ　Ｂ 1 2

さきたまクラブ 1 3

男子団体５部（サブ）

さきたまクラブ ＣＲＵＮＫＳ　Ｂ リヴサス 勝-敗 順　位



男子団体７部
Ａブロック

男子団体７部
Ｂブロック

順位決定戦

１・２位決定戦

３・４位決定戦

５・６位決定戦

1 3 5

1 6 4

3 6 2

5 4 2

1 3

男子団体７部（メイン）

Ｂｕｔｉｔ＇ｓ　Ｃ バド．ウィングＣ エンジェルス 勝-敗 順　位

バド．ウィングＣ 1 2

Ｂｕｔｉｔ＇ｓ　Ｃ

エンジェルス 3 2

1 3

ＰＨＯＥＮＩＸ＿Ｂ 大牧フェニックスＣ 埼大同好会Ｂ 勝-敗 順　位

大牧フェニックスＣ 1 2

ＰＨＯＥＮＩＸ＿Ｂ

埼大同好会Ｂ 3 2

Aブロック 結果 Bブロック

ＵＭＢＣ

男子団体８部（メイン）

前代未聞Ｂ

アンルーザー

男子団体８部 ＵＭＢＣ アンルーザー 前代未聞Ｂ Ｖシャトルズ 勝-敗 順　位

Ｖシャトルズ



女子団体１部
Ａブロック

女子団体１部
Ｂブロック

順位決定戦

１・２位決定戦

３・４位決定戦

５・６位決定戦

女子団体２部
Ａブロック

女子団体２部
Ｂブロック

順位決定戦

１・２位決定戦

３・４位決定戦

５・６位決定戦

浦和さくらＡ ダックリングスＡ 勝-敗 順　位浦和あすなろＡ

浦和さくらＡ

ダックリングスＡ

浦和あすなろＡ 1 3

1 3

女子団体１部（メイン）

フレンドＡ ＰＨＯＥＮＩＸ　Ａ ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ 勝-敗 順　位

ＰＨＯＥＮＩＸ　Ａ 1 2

フレンドＡ

ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ 3 2

1 3

いちごクラブＡ Ｅａｒｔｈ　ＣＬＵＢ　Ａ 大宮ラピスＡ 勝-敗 順　位

Ｅａｒｔｈ　ＣＬＵＢ　Ａ 1 2

いちごクラブＡ

大宮ラピスＡ 3 2

Aブロック 結果 Bブロック

女子団体２部（メイン）

1 2

3 2

1 3

フレンドＢ ぽぽん太 大宮グレースＡ 勝-敗 順　位

ぽぽん太 1 2

フレンドＢ

大宮グレースＡ 3 2

Aブロック 結果 Bブロック



女子団体３部
Ａブロック

女子団体３部
Ｂブロック

順位決定戦

１・２位決定戦

３・４位決定戦

５・６位決定戦

女子団体４部
Ａブロック

女子団体４部
Ｂブロック

順位決定戦

１・２位決定戦

３・４位決定戦

５・６位決定戦

1 3

女子団体３部（メイン）

いちごクラブＢ Ｂｕｔｉｔ＇ｓ ＰＨＯＥＮＩＸ　Ｂ 勝-敗 順　位

Ｂｕｔｉｔ＇ｓ 1 2

いちごクラブＢ

ＰＨＯＥＮＩＸ　Ｂ 3 2

1 3

大宮ラピスＢ 大宮ヘアピンＡ ツインズ・無鉄砲 勝-敗 順　位

大宮ヘアピンＡ 1 2

大宮ラピスＢ

ツインズ・無鉄砲 3 2

Aブロック 結果 Bブロック

1 3

女子団体４部（メイン）

与野撫子Ａ 浦和さくらＢ バド．ウイングＡ 勝-敗 順　位

浦和さくらＢ 1 2

与野撫子Ａ

バド．ウイングＡ 3 2

1 3

橙クラブ Ｖシャトルズ イーグル 勝-敗 順　位

Ｖシャトルズ 1 2

橙クラブ

イーグル 3 2

Aブロック 結果 Bブロック



女子団体５部
Ａブロック

女子団体５部
Ｂブロック

順位決定戦

１・２位決定戦

３・４位決定戦

５・６位決定戦

女子団体６部
Ａブロック

女子団体６部
Ｂブロック

順位決定戦

１・２位決定戦

３・４位決定戦

５・６位決定戦

1 3

女子団体５部（メイン）

フレッシュ 大宮グレースＢ 埼大同好会 勝-敗 順　位

大宮グレースＢ 1 2

フレッシュ

埼大同好会 3 2

1 3

大宮ヘアピンＣ 浦和あすなろＢ ダックリングスＢ 勝-敗 順　位

浦和あすなろＢ 1 2

大宮ヘアピンＣ

ダックリングスＢ 3 2

Aブロック 結果 Bブロック

1 3

女子団体６部（メイン）

大宮レモンズ 大宮グレースＣ 大宮ミセスクラッチＡ 勝-敗 順　位

大宮グレースＣ 1 2

大宮レモンズ

大宮ミセスクラッチＡ 3 2

1 3

浦和もみじＡ 大宮ヘアピンＢ 与野撫子Ｃ 勝-敗 順　位

大宮ヘアピンＢ 1 2

浦和もみじＡ

与野撫子Ｃ 3 2

Aブロック 結果 Bブロック



1 3 6 9

1 10 4 7

3 10 8 5

6 4 8 2

9 7 5 2

大宮ミセスクラッチＢ フォレスター 七里ＢＣ 大宮ラピスＣ バド．ウイングＢ

女子団体７部（メイン）

勝-敗 順　位

大宮ミセスクラッチＢ

女子団体７部

フォレスター

七里ＢＣ

バド．ウイングＢ

大宮ラピスＣ



男子団体１部　選手名簿

フレンドＡ 五十嵐　健 奥山　正芳 南波　利行 河田　敏樹 伊勢　秀希 山口　紘和 佐藤　光希

いちごクラブＡ 菅家 大維 五味 大貴 初澤 岳弥 若林 幸佑 西川 将也 久高　侑

大宮ＢＣ 内海　博貴 鈴木　貴之 小林　俊介 稲川　敏規 長谷川　輝 森尻　浩聡 佐藤　寛明 西澤　律哉

ＥａｒｔｈＣＬＵＢ  Ａ 石井　孝典 小原　健志 木村　将紀 小野山　敬 荒井　達也 大里　浩一

前代未聞Ａ 齋藤 未来 齋藤 大志 齋藤 千成 安田 雄也 石橋 佑介 川村 優太 吉田 昌太 長澤 裕太

ねっといん 下平　宗治 新井　慎二 高野　淳一 高山 隼人 市川　直樹 原口　祐次

男子団体２部　選手名簿

ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ Ａ 長谷川　純 榎本　雄也 谷井　智郎 大森　裕記 能崎　友希 太田　悠斗

いちごクラブＢ 守屋 忠司 高崎 雄一 小田嶋　勝 村山 将崇 中野　誠 小杉 光司 伊藤 博幸

ラブオール 石橋 祐一 古谷 礼幸 碓井 徳近 宮坂 隆浩 加藤 武 沢田 和徳

ＣＲＵＮＫＳ Ａ 須賀野　光宏 岡部　裕一 広川　寛大 山下　照仁 三井　隆広 清水　高広

スーパーウインクＡ 斉藤　功一 村本　義昭 桑田　雅靖 杉本　海門 石田　椋平 佐藤　一貴 藤田　浩輔

フレンドＢ 藤樫　翔太 伊集院　伴樹 金子　佳瑚 塚越　大 吉田　希望 田村　和也 田中　哲史

男子団体３部　選手名簿

バド．ウィングＢ 塚田　時也 石井　康之 小山田　悟 阪井　みどり 鏑木　凪斗 石井　康太

フォレスターＡ 鈴木 俊彦 綾 佳澄 加藤 正義 加藤 正澄 川越 裕二郎 東城 朱美

奈良クラブ 中川　豪 栗原　秀夫 栗原　祐史子 原　和典 高橋 周 石井　秀和

シャトルズ 大橋　徹夫 江口　桂太 谷沢　照弘 島村　昭人 大久保　智之 大久保　有沙 鶴間　浩介 長島　渉

Ｂｕｔｉｔ＇ｓ Ｂ 堀 恭大 門馬 雄彦 大塚 健太 木村 正志 上林 功太 内藤 祐志

スーパーウインクＢ 飯吉　裕樹 斉藤　雄一 門井　賢一 岡田　光也 佐々木　朝奎 野本　豪 伊藤　義虎 高野　友和

男子団体４部　選手名簿

中央スポーツクラブＡ 中島  英介 片岡　省吾 前澤　拓巳 飯高  一郎 三好  忠弘 長谷川  恵子 藤丸　侑 渡辺　一成

橙クラブ 藤田 悟 瀧川 史門 小野寺 雄哉 星野 克幸 原 慎太郎 川里 大輝

埼大同好会Ａ 佐藤　洋 草間　聡史 岡田　暁 横山　哲矢 尾形　大 江川　卓

けやきクラブ 音田 貴身 氏原 正智 土屋 雄二 山口 哲也 末岡 弘光 小林 研一 松本 一夫

ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ Ｂ 西村　達也 菅野　健太 中別府　一洋 時田　忠行 稲垣　滋晴 恵山　亮

Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ 牧野　秀昭 中山　毅 高橋　浩行 堀口　隼 大澤　成美 山西　健一 石塚　光夫 高橋　安子

男子団体５部　選手名簿

さきたまクラブ 浅香　昌之 山崎　博 吉沢　潤和 斉藤　徳一 大塚　卓 山田　暁弘 野島　清 小林　賢

浦和クラブ 林 一夫 松本 勉 大澤 峻一 植田 和世 福田 正之 永井 清 配嶋 浩一

ジョイナス 金子　洋平 小森　歩未 佐々木　祐太 信田　裕大 長沼　沙織 樋口　拓郎 宮本　一樹 若林　大輔

ＣＲＵＮＫＳ Ｂ 菅　英輔 山下　俊彰 張替　翔太 清川　智弘 柴田　将太 谷中　良護 菅　愛夕美

リヴサス 後藤　均 野川　和宏 佐久間　康行 杉本　和重 沖山　裕明 神山　龍太 末岡　弘光

ダックリングスＢ 田尾　正行 須田　智巳 板橋　祐樹 鈴木　寿之 加藤　修治 遠山　豊彦 山本　賢司 武藤　修二

男子団体６部　選手名簿

ＰＨＯＥＮＩＸ＿Ａ 清水　浩之 三上　一成 上野　毅 臼倉　暁夫 松川　卓司 清水 秀明

フォレスターＢ 北村 英男 橋本 翼 渋川 直紀 池田 健一 内田　吉信 黒坂 武則

ＥａｒｔｈＣＬＵＢ Ｂ 橋本　拓也 辻　剛一朗 齋藤　雄一 佐藤　功一 兒玉　悠太 早川　博紀

ＹＯＮＯＸ 今津　晴一 小池　誠 藤井　朋子 松島　裕之 高橋　景子 北村　大輔

七里ＢＣ 吉永　知裕 大熊　聡 三瓶　光紀 三浦　学 大塚　武明 村山　卓也

Ｗ－Ｇａｒｄｅｎ 齊藤　哲也 安田　雄一郎 幸田　広穂 成田　直樹 今枝　秀之 中西　豊 高井　邦敬 徳増　一郎

男子団体７部　選手名簿

Ｂｕｔｉｔ＇ｓ Ｃ 鏑木 秀斗 小森 翔太 地主 勇輝 立石 温哉 河野 安毅 増子 雄太

ＰＨＯＥＮＩＸ＿Ｂ 室岡　守 横山　勝利 黒岩　博英 畔上　健一 新藤　義治 小杉　哲平

大牧フェニックスＣ 三浦　孝敏 坂元　浩美 三宅　英晴 仲原　司朗 鄭　涛 三浦　理香

バド．ウィングＣ 山口　悠 大久保　智志 長田　淳 関根　紗弥加 上坂　玲子 三浦　栄子 柴田　シズ江 寺西　俊晴

エンジェルス 松木　悠輔 山崎　二葉 山下　卓也 谷　雅昂 住谷　拓斗 俣野　愛実

埼大同好会Ｂ 柴崎　雅大 竹澤　則乃 太田　桂悟 井田　将人 高橋　悠太 鈴木　航平

男子団体８部　選手名簿

ＵＭＢＣ 麻生　浩志 坂元　駿介 近藤　佑那 上野　百花 鈴木　美久 荒川　孝平

アンルーザー 内田 大海 永田 凉輔 恩田 凌介 山口 大吾 篠原 渓太 手塚 智也

前代未聞Ｂ 齋藤 辰典 千代延 貴弘 清水 雄一 工藤 裕太 福本 敬 齋藤 奨平

Ｖシャトルズ 広瀬　慶 相澤　幸治 池田　幸寿 山口　英雄 久野　暁 野中　康弘



女子団体１部　選手名簿

フレンドＡ 山地　瑞紀 奥山　真由 河田　彩香 松本　弥生 小野山　由衣 濱松　ひかる 佐脇　香織

いちごクラブＡ 金井　晴香 川上　瞳 都野　祥世 椨木　莉紗 櫻井　ちかの 風間　藍

Ｅａｒｔｈ ＣＬＵＢ Ａ 小原　藍 武政　まゆみ 兒玉　千尋 大里　なる美 成田　渚 篠原　綾乃

ＰＨＯＥＮＩＸ Ａ 三浦　明美 鴨志田　美香 堀口　萌 野並　真帆 上野　由佳 尾崎　環

ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ 高橋　律子 佐藤　美由紀 南　有香 杉山　仁美 三木　彩 北風　絢子

大宮ラピスＡ 西村　美香 音田　玲子 小林　千江美 平田　美穂 齋藤　静香 宇都宮　綾子

女子団体２部　選手名簿

浦和あすなろＡ 喜多　良子 中塚　雪江 奥野　里美 重川　久美子 川和田　真紀子 西脇　玉枝 城山　亜弓 仲原　尚美

フレンドＢ 遠間　則子 五十嵐　香澄美 平泉　春美 角田　紗也香 伊藤　詩織 石澤　美貴 民部　由紀

ぽぽん太 宇田川　志津 三尾　みどり 氏原　夏代 坂元　裕子 根津　幸恵 山田　由紀 竹本　明美

浦和さくらＡ 上田　千賀子 斉藤　恵 斉藤　まき子 大谷　裕子 相田　和代 島田　陽子 倉田　和子

ダックリングスＡ 関村　慶子 佐藤　律子 永田　衣鈴 阿部　晴子 石川　朋奈 大森　明子 齊藤　真起子 村田　雅子

大宮グレースＡ 荒川　美佐子 海老名　葉子 岡安　三八 佐々木　郁奈子 星野　充代 中岡　美恵

女子団体３部　選手名簿

いちごクラブＢ 鈴木　理佐 鈴木　由美子 和田　美樹 佐藤　江津子 南場　むめ緒 松村　めぐみ

大宮ラピスＢ 大谷　真貴 小川　栄委子 三木　由香子 大和田　結 浦野　麻希子 山縣　友紀

大宮ヘアピンＡ 福田　典子 森川　純子 吉原　より子 角屋　佳代 村田　麻希 星野　京子

Ｂｕｔｉｔ＇ｓ 荒木 理沙 染谷 彩嘉 横田 美里 藤井 七海 佐久間 智香 蛯沢 悠花

ＰＨＯＥＮＩＸ Ｂ 川目　明美 前田　知子 当間　玲子 乗口　かよ美 二木　償子 渋谷　由衣

ツインズ・無鉄砲 今福　明美 小川　あつ子 岡安　香奈 松本　裕子 鶴旨　啓子 秋山　圭子

女子団体４部　選手名簿

与野撫子Ａ 大原　真理 鈴木　由子 橋本　恵子 井坂　真弓 岩川　優子 池下　奈々

橙クラブ 井上 葵 瀧川 里乃香 野崎 葵 鈴木 愛理 中澤 祐奈 渡邉 咲枝

Ｖシャトルズ 高橋　ゆかり 畠山　瑞穂 関口　由紀 駒井　朝美 長坂　佐江子 横森　好美 安本　裕子

浦和さくらＢ 稲毛　由美子 長谷川　康子 稲橋　まゆみ 結城　斎子 長田　真実 森嶋　和子 山本　享子

バド．ウイングＡ 五味田　舞 今泉　あすか 堀口　麻里 横山　美穂 渡辺　明美 進藤　みどり

イーグル 三浦　泰子 三田村　美香 久保　京子 枝久保　和子 堀部　恵津子 長谷川　泉

女子団体５部　選手名簿

フレッシュ 長山　恵 武永　清子 八尾　ヒロミ 関口　美幸 清水　まさ子 金子　幸代 堀尾　和恵 大木　昌美

大宮ヘアピンＣ 角田　裕子 板本　由紀 荻原　裕子 山川　波津江 藤ヶ崎　淳子 平山　成美

浦和あすなろＢ 室田　光枝 斎藤　直子 小宮　牧子 宮田　尚子 蒲池　悦子 村山　陽子

大宮グレースＢ 大桃　典子 鈴木　恵美 風間　文枝 阿部　潤子 馬場　真理子 保科　文子

埼大同好会 佐藤　仁美 鈴木　香菜子 中島　千恵梨 田中　夏希 伊奈　汐梨 沖　菜摘 白倉　茉奈

ダックリングスＢ 村上　優江 加藤　美夏 鈴木　知佳 橋本　かずみ 加藤　和美 木村　晴美 寺島　葉子 井原　祥子

女子団体６部　選手名簿

大宮レモンズ 保坂 洋子 高野 清美 仲田 明子 岩切 百合子 須永 祥代 山内 静恵 齋藤 めぐみ 大貫 千草

浦和もみじＡ 堀　　　都 廣江　明子 高田　絹江 品川　佳子 岡本　きよ 墨江 美江子

大宮ヘアピンＢ 松本　ちどり 青野　千佳代 内村　久子 齋藤　弥子 石井　光代 中村　ひと美

大宮グレースＣ 高橋　洋子 米屋　養子 浅見　広美 青山　実夏子 佐藤　美穂 吉村　深雪

大宮ミセスクラッチＡ 土屋　美穂 今泉　亜由美 小谷野　留美 萩山　葉子 善積　ゆみ江 新立　梨恵 井上　宏美 水谷　史

与野撫子Ｃ 只石　澄枝 野溝　正江 松本　幸代 河村　麻子 加藤　亜紀 天田　真江

女子団体７部　選手名簿

大宮ミセスクラッチＢ 熊谷　弘子 山田　久美子 山本　まゆみ 菊田　範子 岩田　恭子 北山　智子

フォレスター 鈴木 三樹子 加藤 佳代 盆子 美千穂 小貫　純子 野崎　宏美 倉橋　果萌 早坂　尚美

七里ＢＣ 渡辺　しのぶ 大塚　久枝 北林　真弓 酒井　佳子 加藤　悦子 重松　聡美

大宮ラピスＣ 田中　由美子 志村　直子 初鹿野　理恵 杉本　由美 並木　晶 清水　美穂

バド．ウイングＢ 宮島　清枝 清宮　麻友 小峰　美奈 平田　安奈 鈴木　結 大高　三枝子 篠崎　真理子


