
さいたま市民体育大会

（個人戦）

期日 2022年12月18日(日)

会場
サイデン化学アリーナ
(さいたま市記念総合体育館)

コロナウイルス感染防止のため

競技以外は熱中症に気を付けて

マスク着用をお願いします。



【主催】 さいたま市

【共催】 公益財団法人さいたま市スポーツ協会

【主管】 さいたま市バドミントン協会

【競技種目】 バドミントン　男女個人戦

【エントリー数】 １１９チーム　２３８人

【大会役員】

　　　大会会長 松本勉

　　　競技役員 林一夫　君島克憲　寺山光秀　新井正明　鈴木正造　

坂元浩美　松本ちどり　旦智光　増田敦子　大原真理　白井春美　　

下平宗治　堀口準　須田智巳　野澤美弥子　柴田シズ江　枝久保和子

森川純子　三浦孝敏　遠間則子　中別府一洋　藤田悟　守屋忠司

　　　審判役員 植田和世　寺西俊晴　神田義雄　大里浩一

大会感染防止策
１．選手側 ※必ず内容確認して遵守願います
・当日朝入口での消毒、検温実施
・こまめに設置してある指手消毒を行う
・試合以外はマスクの着用
・試合の際コート横にバッグを持参しタオル、ラケットを直接床に触れないようする
・試合終了後、主審は勝者サインを行い勝者に確認してもらう
・大声での競技及び応援を行わない
・観客席ではソーシャルディスタンスを保つ
・飛沫防止のため対面での昼食を行わない
・競技開始及び終了時の握手は行わない
・換気のため窓やドアを開放した状態で試合を行う場合があります
風によるシャトルへの影響や感染症対策による試合へ影響などの苦情は受付けない
【セルフジャッジライン】



　①メイン（男子0部・男子３部・男子シニア・女子１部・女子２部・女子３部・女子シニア）
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　　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。

　    　・各コートの第１試合の審判は、第２試合の選手の皆様にお願いします。
メイン １ ２ ３ ４ ５ ６

福田・影山 横山・堀口 南・遠藤 宮下・宮下 田中・初鹿野 大島・渡邉
(大牧フェニックス) (バド．ウイング) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (大牧フェニックス) (大宮ラピス) (中央ジュニア)

田場・宮崎 五味田・今泉 和田・柳澤 尾崎・三浦 三浦・宮崎 小宮・福井
(Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (バド．ウイング) (くろねこ２) (浦和さくら) (大牧フェニックス) (浦和あすなろ)

メイン ７ ８ ９ １０ １１ １２
鈴木・斉藤 加藤・加藤 鈴木・新井 岸井・井田 相田・倉田 堀尾・大木

(浦和さくら) (一般) (ＰＨＯＥＮＩＸ) (ＨＩＭＡＷＡＲＩ) (浦和さくら) (大宮スマイル)

斎藤・秋山 志村・椎崎 池下・坂田 荒川・浦野 多久島・永田 川目・二木

(ダックリングス) (大宮ラピス) (一般) (大宮グレース･大宮ラピス) (ＴｅａｍＭｉｙａｈａｒａ) (ＰＨＯＥＮＩＸ)

サブ １ ２ ３ ４ ５ ６
上田・清水 佐藤・松村 中別府・久保 土屋・武藤 津波古・大里 倉持・前田
(スーパーウインク) (埼玉大学) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (埼大同好会) (ＥａｒｔｈＣｌｕｂ) (橙クラブ)
北村・加藤 田島・對馬 グエン・チュオンチュウ・堀 松原・白幡 岩崎・杉山 有泉・多賀谷

(中央スポーツクラブ) (魂) (スーパーウインク) (タマホーム) (くろねこ) (埼玉大学)

　　　　 試合結果を報告してください。

　　　　 敗者は次の試合の得点用紙とシャトルを本部で受け取ってください。

　⑤その他

備考

競技場の注意

１．会場配置図

入口

本部

　②サブ（男子１部・男子2部）

入口

　　    ・主審は、得点用紙の勝者サインを確認後、敗者を伴い、速やかに本部へ

　④審判

主審

線審

２．大会競技方法

　①選手変更

　②怪我をされた場合

　　応急処置をいたしますので、本部まで申し出てください。

　③試合進行

女子1部 全て打ち切り

　　    ・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。

上記以外 全て打ち切り

主審

線審

主審

線審

　　    ・試合の勝者は次の試合の「線審」、敗者は「主審」「得点版」をお願いします。



 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 12

09:30 M3-A-1 M3-A-2 M3-B-1 M3-B-2 M3-C-1 M3-C-2 M3-D-1 M3-D-2 W2-A-1 W2-A-2 W2-B-1 W2-B-2

飯口・横田 石橋・佐々木 斉藤・近藤 渡邉・新田 菅・菊地 山本・山本 長尾・盆子 池下・森田 竹本・田中 横山・堀口 井関・藤城 齊藤・白幡
(Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (ラブオール) (リヴサス) (リヴサス) (ＣＲＵＮＫＳ) (一般) (Ｆｏｒｅｓｔｅｒ) (大久保小) (エンジェルス) (バド．ウイング) (スーパーウインク) (タマホーム)

川口・杉本 倉田・渡邉 田中・髙橋 皿田・松本 小嶋・長嶺 濱田・米倉 関根・三沢 恵山・堀信 清水・廣澤 菅・清川 張・邵 永田・小橋

(魂) (中央ジュニア) (埼大同好会) (大学生) (一般) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (一般) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (埼大同好会) (ＣＲＵＮＫＳ) (大牧フェニックス) (ＴｅａｍＭｉｙａｈａｒａ)

10:00 W2-C-1 W2-C-2 W2-D-1 W2-D-2 W3-A-1 W3-A-2 W3-B-1 W3-B-2 W3-C-1 W3-C-2 W3-D-1 W3-D-2

福田・影山 新江・岩本 南・遠藤 宮下・宮下 田中・初鹿野 大島・渡邉 鈴木・斉藤 加藤・加藤 鈴木・新井 岸井・井田 相田・倉田 堀尾・大木

(大牧フェニックス) (ＣＲＵＮＫＳ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (大牧フェニックス) (大宮ラピス) (中央ジュニア) (浦和さくら) (一般) (ＰＨＯＥＮＩＸ) (ＨＩＭＡＷＡＲＩ) (浦和さくら) (大宮スマイル)

田場・宮崎 五味田・今泉 和田・柳澤 尾崎・三浦 三浦・宮崎 小宮・福井 斎藤・秋山 志村・椎崎 池下・坂田 荒川・浦野 多久島・永田 川目・二木
(Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (バド．ウイング) (くろねこ２) (浦和さくら) (大牧フェニックス) (浦和あすなろ) (ダックリングス) (大宮ラピス) (一般) (大宮グレース･大宮ラピス) (ＴｅａｍＭｉｙａｈａｒａ) (ＰＨＯＥＮＩＸ)

10:30 M0-1 M0-2 WS-1 WS-2 MS-A-1 MS-A-2 MS-B-1 MS-B-2 W1-A-1 W1-B-1 M3-A-3 M3-A-4

石井・小原 内田・狩集 長田・結城 山本・水谷 加藤・横沢 中山・牧野 広瀬・松村 松本・岩崎 瀧川・中澤 高橋・杉山 飯口・横田 川口・杉本
(ＥａｒｔｈＣｌｕｂ) (ラブオール) (浦和さくら) (大宮ミセスクラッチ) (ラブオール) (Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (ＴｅａｍＭｉｙａｈａｒａ) (浦和クラブ･ＹＯＮＯＸ) (橙クラブ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (魂)

黒田・小川 塚越・金子 坂元・宮田 稲橋・乗口 寺島・南 鈴木・山本 高橋・岡 長沼・須田 鈴木・佐藤 伊藤・有馬 宮田・小林 石橋・佐々木

(埼玉大学) (フレンド) (ぽぽん太) (浦和さくら) (ダックリングス) (ダックリングス) (老犬) (ダックリングス) (エンジェルス) (埼大同好会) (一般) (ラブオール)

11:00 M3-B-3 M3-B-4 M3-C-3 M3-C-4 M3-D-3 M3-D-4 W2-A-3 W2-A-4 W2-B-3 W2-B-4 W2-C-3 W2-C-4

斉藤・近藤 田中・髙橋 菅・菊地 小嶋・長嶺 長尾・盆子 関根・三沢 竹本・田中 清水・廣澤 井関・藤城 張・邵 福田・影山 田場・宮崎

(リヴサス) (埼大同好会) (ＣＲＵＮＫＳ) (一般) (Ｆｏｒｅｓｔｅｒ) (一般) (エンジェルス) (埼大同好会) (スーパーウインク) (大牧フェニックス) (大牧フェニックス) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ)

手嶋・卜部 渡邉・新田 大久保・鶴村 山本・山本 清水・千葉 池下・森田 岸井・高橋 横山・堀口 横村・三浦 齊藤・白幡 杉山・反町 新江・岩本

(ひかちゃんＢ．Ｃ) (リヴサス) (バド．ウイング) (一般) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (大久保小) (大妖怪甘党) (バド．ウイング) (エンジェルス) (タマホーム) (埼大同好会) (ＣＲＵＮＫＳ)

11:30 W2-D-3 W2-D-4 W3-A-3 W3-A-4 W3-B-3 W3-B-4 W3-C-3 W3-C-4 W3-D-3 W3-D-4 M0-3 M0-4

南・遠藤 和田・柳澤 田中・初鹿野 三浦・宮崎 鈴木・斉藤 斎藤・秋山 鈴木・新井 池下・坂田 相田・倉田 多久島・永田 石井・小原 黒田・小川
(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (くろねこ２) (大宮ラピス) (大牧フェニックス) (浦和さくら) (ダックリングス) (ＰＨＯＥＮＩＸ) (一般) (浦和さくら) (ＴｅａｍＭｉｙａｈａｒａ) (ＥａｒｔｈＣｌｕｂ) (埼玉大学)

宇田川・仲原 宮下・宮下 佐藤・三村 大島・渡邉 古山・関 加藤・加藤 石井・鈴木 岸井・井田 末永・嶌村 堀尾・大木 大澤・井上 内田・狩集

(ぽぽん太) (大牧フェニックス) (シャトルズ) (中央ジュニア) (ツインズ・無鉄砲) (一般) (大宮ラピス) (ＨＩＭＡＷＡＲＩ) (大宮ラピス) (大宮スマイル) (スーパーウインク) (ラブオール)

12:00 WS-3 WS-4 MS-A-3 MS-A-4 MS-B-3 MS-B-4 W1-A-2 W1-B-2 M3-A-5 M3-A-6 M3-B-5 M3-B-6

長田・結城 坂元・宮田 加藤・横沢 寺島・南 広瀬・松村 高橋・岡 鈴木・佐藤 伊藤・有馬 宮田・小林 飯口・横田 手嶋・卜部 斉藤・近藤

(浦和さくら) (ぽぽん太) (ラブオール) (ダックリングス) (ＴｅａｍＭｉｙａｈａｒａ) (老犬) (エンジェルス) (埼大同好会) (一般) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (ひかちゃんＢ．Ｃ) (リヴサス)

遠間・平泉 山本・水谷 中山・牧野 鈴木・山本 松本・岩崎 長沼・須田 西村・大和田 窪田・岡田 倉田・渡邉 石橋・佐々木 皿田・松本 渡邉・新田

(フレンド) (大宮ミセスクラッチ) (Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (ダックリングス) (浦和クラブ･ＹＯＮＯＸ) (ダックリングス) (大宮ラピス) (一般) (中央ジュニア) (ラブオール) (大学生) (リヴサス)

12:30 M3-C-5 M3-C-6 M3-D-5 M3-D-6 W2-A-5 W2-A-6 W2-B-5 W2-B-6 W2-C-5 W2-C-6 W2-D-5 W2-D-6

大久保・鶴村 菅・菊地 清水・千葉 長尾・盆子 岸井・高橋 竹本・田中 横村・三浦 井関・藤城 杉山・反町 福田・影山 宇田川・仲原 南・遠藤

(バド．ウイング) (ＣＲＵＮＫＳ) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (Ｆｏｒｅｓｔｅｒ) (大妖怪甘党) (エンジェルス) (エンジェルス) (スーパーウインク) (埼大同好会) (大牧フェニックス) (ぽぽん太) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

濱田・米倉 山本・山本 恵山・堀信 池下・森田 菅・清川 横山・堀口 永田・小橋 齊藤・白幡 五味田・今泉 新江・岩本 尾崎・三浦 宮下・宮下
(Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (一般) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (大久保小) (ＣＲＵＮＫＳ) (バド．ウイング) (ＴｅａｍＭｉｙａｈａｒａ) (タマホーム) (バド．ウイング) (ＣＲＵＮＫＳ) (浦和さくら) (大牧フェニックス)

13:00 W3-A-5 W3-A-6 W3-B-5 W3-B-6 W3-C-5 W3-C-6 W3-D-5 W3-D-6 M0-5 M0-6 WS-5 WS-6

佐藤・三村 田中・初鹿野 古山・関 鈴木・斉藤 石井・鈴木 鈴木・新井 末永・嶌村 相田・倉田 大澤・井上 石井・小原 遠間・平泉 長田・結城

(シャトルズ) (大宮ラピス) (ツインズ・無鉄砲) (浦和さくら) (大宮ラピス) (ＰＨＯＥＮＩＸ) (大宮ラピス) (浦和さくら) (スーパーウインク) (ＥａｒｔｈＣｌｕｂ) (フレンド) (浦和さくら)

小宮・福井 大島・渡邉 志村・椎崎 加藤・加藤 荒川・浦野 岸井・井田 川目・二木 堀尾・大木 塚越・金子 内田・狩集 稲橋・乗口 山本・水谷

(浦和あすなろ) (中央ジュニア) (大宮ラピス) (一般) (大宮グレース･大宮ラピス) (ＨＩＭＡＷＡＲＩ) (ＰＨＯＥＮＩＸ) (大宮スマイル) (フレンド) (ラブオール) (浦和さくら) (大宮ミセスクラッチ)

13:30 MS-A-5 MS-A-6 MS-B-5 MS-B-6 W1-A-3 W1-B-3 M3-A-7 M3-A-8 M3-B-7 M3-B-8 M3-C-7 M3-C-8

加藤・横沢 寺島・南 広瀬・松村 高橋・岡 瀧川・中澤 高橋・杉山 川口・杉本 宮田・小林 田中・髙橋 手嶋・卜部 小嶋・長嶺 大久保・鶴村

(ラブオール) (ダックリングス) (ＴｅａｍＭｉｙａｈａｒａ) (老犬) (橙クラブ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (魂) (一般) (埼大同好会) (ひかちゃんＢ．Ｃ) (一般) (バド．ウイング)

鈴木・山本 中山・牧野 長沼・須田 松本・岩崎 西村・大和田 窪田・岡田 倉田・渡邉 石橋・佐々木 皿田・松本 渡邉・新田 濱田・米倉 山本・山本

(ダックリングス) (Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (ダックリングス) (浦和クラブ･ＹＯＮＯＸ) (大宮ラピス) (一般) (中央ジュニア) (ラブオール) (大学生) (リヴサス) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (一般)

14:00 M3-D-7 M3-D-8 W2-A-7 W2-A-8 W2-B-7 W2-B-8 W2-C-7 W2-C-8 W2-D-7 W2-D-8 W3-A-7 W3-A-8

関根・三沢 清水・千葉 清水・廣澤 岸井・高橋 張・邵 横村・三浦 田場・宮崎 杉山・反町 和田・柳澤 宇田川・仲原 三浦・宮崎 佐藤・三村

(一般) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (埼大同好会) (大妖怪甘党) (大牧フェニックス) (エンジェルス) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (埼大同好会) (くろねこ２) (ぽぽん太) (大牧フェニックス) (シャトルズ)

恵山・堀信 池下・森田 菅・清川 横山・堀口 永田・小橋 齊藤・白幡 五味田・今泉 新江・岩本 尾崎・三浦 宮下・宮下 小宮・福井 大島・渡邉
(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (大久保小) (ＣＲＵＮＫＳ) (バド．ウイング) (ＴｅａｍＭｉｙａｈａｒａ) (タマホーム) (バド．ウイング) (ＣＲＵＮＫＳ) (浦和さくら) (大牧フェニックス) (浦和あすなろ) (中央ジュニア)

14:30 W3-B-7 W3-B-8 W3-C-7 W3-C-8 W3-D-7 W3-D-8 M0-7 M0-8 WS-7 WS-8 MS-決1.2位 MS-決3.4位

斎藤・秋山 古山・関 池下・坂田 石井・鈴木 多久島・永田 末永・嶌村 黒田・小川 大澤・井上 坂元・宮田 遠間・平泉

(ダックリングス) (ツインズ・無鉄砲) (一般) (大宮ラピス) (ＴｅａｍＭｉｙａｈａｒａ) (大宮ラピス) (埼玉大学) (スーパーウインク) (ぽぽん太) (フレンド)

志村・椎崎 加藤・加藤 荒川・浦野 岸井・井田 川目・二木 堀尾・大木 塚越・金子 内田・狩集 稲橋・乗口 山本・水谷

(大宮ラピス) (一般) (大宮グレース･大宮ラピス) (ＨＩＭＡＷＡＲＩ) (ＰＨＯＥＮＩＸ) (大宮スマイル) (フレンド) (ラブオール) (浦和さくら) (大宮ミセスクラッチ)

15:00 MS-決5.6位 W1-決1.2位 W1-決3.4位 W1-決5.6位 M3-A-9 M3-A-10 M3-B-9 M3-B-10 M3-C-9 M3-C-10 M3-D-9 M3-D-10

飯口・横田 川口・杉本 斉藤・近藤 田中・髙橋 菅・菊地 小嶋・長嶺 長尾・盆子 関根・三沢
(Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (魂) (リヴサス) (埼大同好会) (ＣＲＵＮＫＳ) (一般) (Ｆｏｒｅｓｔｅｒ) (一般)

倉田・渡邉 宮田・小林 皿田・松本 手嶋・卜部 濱田・米倉 大久保・鶴村 恵山・堀信 清水・千葉

(中央ジュニア) (一般) (大学生) (ひかちゃんＢ．Ｃ) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (バド．ウイング) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ)

15:30 W2-A-9 W2-A-10 W2-B-9 W2-B-10 W2-C-9 W2-C-10 W2-D-9 W2-D-10 W3-A-9 W3-A-10 W3-B-9 W3-B-10

竹本・田中 清水・廣澤 井関・藤城 張・邵 福田・影山 田場・宮崎 南・遠藤 和田・柳澤 田中・初鹿野 三浦・宮崎 鈴木・斉藤 斎藤・秋山

(エンジェルス) (埼大同好会) (スーパーウインク) (大牧フェニックス) (大牧フェニックス) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (くろねこ２) (大宮ラピス) (大牧フェニックス) (浦和さくら) (ダックリングス)

菅・清川 岸井・高橋 永田・小橋 横村・三浦 五味田・今泉 杉山・反町 尾崎・三浦 宇田川・仲原 小宮・福井 佐藤・三村 志村・椎崎 古山・関

(ＣＲＵＮＫＳ) (大妖怪甘党) (ＴｅａｍＭｉｙａｈａｒａ) (エンジェルス) (バド．ウイング) (埼大同好会) (浦和さくら) (ぽぽん太) (浦和あすなろ) (シャトルズ) (大宮ラピス) (ツインズ・無鉄砲)

16:00 W3-C-9 W3-C-10 W3-D-9 W3-D-10 M0-9 M0-10 WS-9 WS-10

鈴木・新井 池下・坂田 相田・倉田 多久島・永田 石井・小原 黒田・小川 長田・結城 坂元・宮田
(ＰＨＯＥＮＩＸ) (一般) (浦和さくら) (ＴｅａｍＭｉｙａｈａｒａ) (ＥａｒｔｈＣｌｕｂ) (埼玉大学) (浦和さくら) (ぽぽん太)

荒川・浦野 石井・鈴木 川目・二木 末永・嶌村 塚越・金子 大澤・井上 稲橋・乗口 遠間・平泉
(大宮グレース･大宮ラピス) (大宮ラピス) (ＰＨＯＥＮＩＸ) (大宮ラピス) (フレンド) (スーパーウインク) (浦和さくら) (フレンド)

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

メイン　タイムテーブル（流し込み方式）

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者



１ ２ ３ ４ ５ ６

09:30 M2-A-1 M2-A-2 M2-B-1 M2-B-2 M2-C-1 M2-C-2

上野・溝口 越川・安喰 濱川・斉藤 鈴木・曽田 笹原・関川 吉沢・小島

(スーパーウインク) (ＣＲＵＮＫＳ) (ラブオール) (Ｆｏｒｅｓｔｅｒ) (Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (さきたまクラブ)

山崎・齋藤 鈴木・福永 鄭・鄭 伊橋・川和田 江幡・水上 宮坂・市川

(さきたまクラブ) (埼玉大学) (大牧フェニックス) (いちごクラブ・浦和あすなろ) (中央ジュニア) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ)

10:00 M2-D-1 M2-D-2 M1-A-1 M1-A-2 M1-B-1 M1-B-2

上田・清水 佐藤・松村 中別府・久保 土屋・武藤 津波古・大里 倉持・前田

(スーパーウインク) (埼玉大学) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (埼大同好会) (ＥａｒｔｈＣｌｕｂ) (橙クラブ)

北村・加藤 田島・對馬 グエン・チュオンチュウ・堀 松原・白幡 岩崎・杉山 有泉・多賀谷

(中央スポーツクラブ) (魂) (スーパーウインク) (タマホーム) (くろねこ) (埼玉大学)

10:30 M1-C-1 M1-C-2 M2-A-3 M2-A-4 M2-B-3 M2-B-4

瀧川・小野寺 飯吉・岡田 上野・溝口 山崎・齋藤 濱川・斉藤 鄭・鄭

(橙クラブ) (ＵｐＤａｔｅ) (スーパーウインク) (さきたまクラブ) (ラブオール) (大牧フェニックス)

一ノ瀬・結城 平山・松島 堀口・池村 越川・安喰 山鹿・松田 鈴木・曽田

(夢中兄弟) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (ＣＲＵＮＫＳ) (埼大同好会) (Ｆｏｒｅｓｔｅｒ)

11:00 M2-C-3 M2-C-4 M2-D-3 M2-D-4 M1-A-3 M1-A-4

笹原・関川 江幡・水上 上田・清水 北村・加藤 中別府・久保 グエン・チュオンチュウ・堀

(Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (中央ジュニア) (スーパーウインク) (中央スポーツクラブ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (スーパーウインク)

碓井・三浦 吉沢・小島 伊藤・佐瀬 佐藤・松村 茂木・小杉 土屋・武藤

(ラブオール) (さきたまクラブ) (ＵｐＤａｔｅ) (埼玉大学) (いちごクラブ) (埼大同好会)

11:30 M1-B-3 M1-B-4 M1-C-3 M1-C-4 M2-A-5 M2-A-6

津波古・大里 岩崎・杉山 瀧川・小野寺 一ノ瀬・結城 堀口・池村 上野・溝口

(ＥａｒｔｈＣｌｕｂ) (くろねこ) (橙クラブ) (夢中兄弟) (Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (スーパーウインク)

古賀・仲原 倉持・前田 荒川・稲田 飯吉・岡田 鈴木・福永 越川・安喰

(ダックリングス) (橙クラブ) (ＵＭＢＣ) (ＵｐＤａｔｅ) (埼玉大学) (ＣＲＵＮＫＳ)

12:00 M2-B-5 M2-B-6 M2-C-5 M2-C-6 M2-D-5 M2-D-6

山鹿・松田 濱川・斉藤 碓井・三浦 笹原・関川 伊藤・佐瀬 上田・清水

(埼大同好会) (ラブオール) (ラブオール) (Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (ＵｐＤａｔｅ) (スーパーウインク)

伊橋・川和田 鈴木・曽田 宮坂・市川 吉沢・小島 田島・對馬 佐藤・松村

(いちごクラブ・浦和あすなろ) (Ｆｏｒｅｓｔｅｒ) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (さきたまクラブ) (魂) (埼玉大学)

12:30 M1-A-5 M1-A-6 M1-B-5 M1-B-6 M1-C-5 M1-C-6

茂木・小杉 中別府・久保 古賀・仲原 津波古・大里 荒川・稲田 瀧川・小野寺

(いちごクラブ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (ダックリングス) (ＥａｒｔｈＣｌｕｂ) (ＵＭＢＣ) (橙クラブ)

松原・白幡 土屋・武藤 有泉・多賀谷 倉持・前田 平山・松島 飯吉・岡田

(タマホーム) (埼大同好会) (埼玉大学) (橙クラブ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (ＵｐＤａｔｅ)

13:00 M2-A-7 M2-A-8 M2-B-7 M2-B-8 M2-C-7 M2-C-8

山崎・齋藤 堀口・池村 鄭・鄭 山鹿・松田 江幡・水上 碓井・三浦

(さきたまクラブ) (Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (大牧フェニックス) (埼大同好会) (中央ジュニア) (ラブオール)

鈴木・福永 越川・安喰 伊橋・川和田 鈴木・曽田 宮坂・市川 吉沢・小島

(埼玉大学) (ＣＲＵＮＫＳ) (いちごクラブ・浦和あすなろ) (Ｆｏｒｅｓｔｅｒ) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (さきたまクラブ)

13:30 M2-D-7 M2-D-8 M1-A-7 M1-A-8 M1-B-7 M1-B-8

北村・加藤 伊藤・佐瀬 グエン・チュオンチュウ・堀 茂木・小杉 岩崎・杉山 古賀・仲原

(中央スポーツクラブ) (ＵｐＤａｔｅ) (スーパーウインク) (いちごクラブ) (くろねこ) (ダックリングス)

田島・對馬 佐藤・松村 松原・白幡 土屋・武藤 有泉・多賀谷 倉持・前田

(魂) (埼玉大学) (タマホーム) (埼大同好会) (埼玉大学) (橙クラブ)

14:00 M1-C-7 M1-C-8 M2-A-9 M2-A-10 M2-B-9 M2-B-10

一ノ瀬・結城 荒川・稲田 上野・溝口 山崎・齋藤 濱川・斉藤 鄭・鄭

(夢中兄弟) (ＵＭＢＣ) (スーパーウインク) (さきたまクラブ) (ラブオール) (大牧フェニックス)

平山・松島 飯吉・岡田 鈴木・福永 堀口・池村 伊橋・川和田 山鹿・松田

(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (ＵｐＤａｔｅ) (埼玉大学) (Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (いちごクラブ・浦和あすなろ) (埼大同好会)

14:30 M2-C-9 M2-C-10 M2-D-9 M2-D-10 M1-A-9 M1-A-10

笹原・関川 江幡・水上 上田・清水 北村・加藤 中別府・久保 グエン・チュオンチュウ・堀

(Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (中央ジュニア) (スーパーウインク) (中央スポーツクラブ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (スーパーウインク)

宮坂・市川 碓井・三浦 田島・對馬 伊藤・佐瀬 松原・白幡 茂木・小杉

(Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (ラブオール) (魂) (ＵｐＤａｔｅ) (タマホーム) (いちごクラブ)

15:00 M1-B-9 M1-B-10 M1-C-9 M1-C-10

津波古・大里 岩崎・杉山 瀧川・小野寺 一ノ瀬・結城

(ＥａｒｔｈＣｌｕｂ) (くろねこ) (橙クラブ) (夢中兄弟)

有泉・多賀谷 古賀・仲原 平山・松島 荒川・稲田

(埼玉大学) (ダックリングス) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (ＵＭＢＣ)

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

サブ　タイムテーブル（流し込み方式）

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者



石井 孝典 1 3 6 9
小原 健志
(Ｅａｒｔｈ Ｃｌｕｂ)

黒田 柊 1 10 4 7
小川 浩希

(埼玉大学)
大澤 章大 3 10 8 5
井上 拓実
(スーパーウインク)

内田 瞬 6 4 8 2
狩集 海航

(ラブオール)
塚越 大 9 7 5 2
金子 佳瑚

(フレンド)

男子0部（メイン）

男子0部
石井 黒田 大澤 内田 塚越

勝-敗 順　位
小原 小川 井上 狩集 金子



男子1部
Ａブロック

中別府 一洋 1 3 6 9
久保 雄介
(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

グエン・チュオンチュウ 1 10 4 7
堀 恭大
(スーパーウインク)

茂木 康幸 3 10 8 5
小杉 光司

(いちごクラブ)
土屋 直紀 6 4 8 2
武藤 隆太

(埼大同好会)
松原 拓己 9 7 5 2
白幡 和也

(タマホーム)

男子1部
Ｂブロック

津波古 健志 1 3 6 9
大里 浩一
(Ｅａｒｔｈ Ｃｌｕｂ)

岩崎 歩夢 1 10 4 7
杉山 直哉

(くろねこ)
古賀 隆介 3 10 8 5
仲原 司郎

(ダックリングス)
倉持 颯 6 4 8 2
前田 順哉

(橙クラブ)
有泉 祐希 9 7 5 2
多賀谷 透幸

(埼玉大学)

男子1部
Ｃブロック

瀧川 史門 1 3 6 9
小野寺 雄哉

(橙クラブ)
一ノ瀬 泰樹 1 10 4 7
結城 拓也

(夢中兄弟)
荒川 孝平 3 10 8 5
稲田 翔一

(ＵＭＢＣ)
飯吉 裕樹 6 4 8 2
岡田 光也
(ＵｐＤａｔｅ)

平山 竜之介 9 7 5 2
松島 隼也
(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

土屋 松原

男子1部（サブ）

勝-敗 順　位
久保 堀 小杉 武藤 白幡

中別府 グエン・チュオンチュウ 茂木

有泉
勝-敗 順　位

大里 杉山 仲原 前田 多賀谷
津波古 岩崎 古賀 倉持

平山
勝-敗 順　位

小野寺 結城 稲田 岡田 松島
瀧川 一ノ瀬 荒川 飯吉



男子2部
Ａブロック

上野 毅 1 3 6 9
溝口 敦史
(スーパーウインク)

山崎 博 1 10 4 7
齋藤 徳一

(さきたまクラブ)
堀口 隼 3 10 8 5
池村 弘樹
(Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ)

越川 優希 6 4 8 2
安喰 大輔
(ＣＲＵＮＫＳ)

鈴木 晃士朗 9 7 5 2
福永 雅治

(埼玉大学)

男子2部
Ｂブロック

濱川 拓哉 1 3 6 9
斉藤 耀佑

(ラブオール)
鄭 涛 1 10 4 7
鄭 錚
(大牧フェニックス)

山鹿 親作 3 10 8 5
松田 雄仁

(埼大同好会)
鈴木 俊彦 6 4 8 2
曽田 達
(Ｆｏｒｅｓｔｅｒ)

伊橋 元治 9 7 5 2
川和田 真紀子
(いちごクラブ・浦和あすなろ)

男子2部
Ｃブロック

笹原 祥 1 3 6 9
関川 勝博
(Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ)

江幡 玲勇 1 10 4 7
水上 周哉

(中央ジュニア)
碓井 徳近 3 10 8 5
三浦 学

(ラブオール)
吉沢 潤和 6 4 8 2
小島 太郎

(さきたまクラブ)
宮坂 大地 9 7 5 2
市川 隆一
(Ｂｕｔｉｔ＇ｓ)

男子2部
Ｄブロック

上田 駿 1 3 6 9
清水 楓太
(スーパーウインク)

北村 拓巳 1 10 4 7
加藤 康太
(中央スポーツクラブ)

伊藤 義虎 3 10 8 5
佐瀬 智哉
(ＵｐＤａｔｅ)

佐藤 方哉 6 4 8 2
松村 悠世

(埼玉大学)
田島 和樹 9 7 5 2
對馬 静哉

(魂)

越川 鈴木

男子2部（サブ）

勝-敗 順　位
溝口 齋藤 池村 安喰 福永
上野 山崎 堀口

伊橋
勝-敗 順　位

斉藤 鄭 松田 曽田 川和田
濱川 鄭 山鹿 鈴木

宮坂
勝-敗 順　位

関川 水上 三浦 小島 市川
笹原 江幡 碓井 吉沢

田島
勝-敗 順　位

清水 加藤 佐瀬 松村 對馬
上田 北村 伊藤 佐藤



男子3部
Ａブロック

飯口 龍希 1 3 6 9
横田 和樹
(Ｂｕｔｉｔ＇ｓ)

川口 直哉 1 10 4 7
杉本 和重

(魂)
宮田 匡 3 10 8 5
小林 暖弥

(一般)
石橋 祐一 6 4 8 2
佐々木 達

(ラブオール)
倉田 源伸 9 7 5 2
渡邉 克志

(中央ジュニア)

男子3部
Ｂブロック

斉藤 功一 1 3 6 9
近藤 竹雄

(リヴサス)
田中 将太 1 10 4 7
髙橋 恭

(埼大同好会)
手嶋 禄寿 3 10 8 5
卜部 丈聡
(ひかちゃんＢ．Ｃ)
渡邉 義範 6 4 8 2
新田 正樹

(リヴサス)
皿田 健 9 7 5 2
松本 貴大

(大学生)

男子3部
Ｃブロック

菅 英輔 1 3 6 9
菊地 一成
(ＣＲＵＮＫＳ)

小嶋 康祐 1 10 4 7
長嶺 琉惟

(一般)
大久保 智志 3 10 8 5
鶴村 修二

(バド．ウイング)
山本 海周 6 4 8 2
山本 龍征

(一般)
濱田 悠斗 9 7 5 2
米倉 明志
(Ｂｕｔｉｔ＇ｓ)

男子3部
Ｄブロック

長尾 武虎 1 3 6 9
盆子 美千穂
(Ｆｏｒｅｓｔｅｒ)

関根 真人 1 10 4 7
三沢 尚樹

(一般)
清水 太陽 3 10 8 5
千葉 涼功
(Ｂｕｔｉｔ＇ｓ)

池下 秀介 6 4 8 2
森田 次郎

(大久保小)
恵山 亮 9 7 5 2
堀信 篤司
(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

石橋 倉田

男子3部（メイン）

勝-敗 順　位
横田 杉本 小林 佐々木 渡邉
飯口 川口 宮田

皿田
勝-敗 順　位

近藤 髙橋 卜部 新田 松本
斉藤 田中 手嶋 渡邉

濱田
勝-敗 順　位

菊地 長嶺 鶴村 山本 米倉
菅 小嶋 大久保 山本

恵山
勝-敗 順　位

盆子 三沢 千葉 森田 堀信
長尾 関根 清水 池下



男子シニア
Ａブロック

加藤 武 1 3 5
横沢 良宏

(ラブオール)
寺島 昭 1 6 4
南 寿夫

(ダックリングス)
中山 毅 3 6 2
牧野 秀昭
(Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ)

鈴木 寿之 5 4 2
山本 賢司

(ダックリングス)

男子シニア
Ｂブロック

広瀬 慶 1 3 5
松村 健志
(Ｔｅａｍ Ｍｉｙａｈａｒａ)

高橋 定博 1 6 4
岡 裕之

(老犬)
松本 勉 3 6 2
岩崎  敦
(浦和クラブ・ＹＯＮＯＸ)

長沼 浩一 5 4 2
須田 智巳

(ダックリングス)

加藤 寺島 中山 鈴木
勝-敗 順　位

横沢 南 牧野 山本

広瀬 高橋 松本 長沼
勝-敗 順　位

松村 岡 岩崎 須田

男子シニア（メイン）

予選2位予選１位

予選３位 予選４位



女子1部
Ａブロック

瀧川 里乃香 1 3
中澤 祐奈

(橙クラブ)
鈴木 知佳 1 2
佐藤 陽子

(エンジェルス)
西村 美香 3 2
大和田 結

(大宮ラピス)

女子1部
Ｂブロック

高橋 律子 1 3
杉山 仁美
(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

伊藤 如乃 1 2
有馬 優希

(埼大同好会)
窪田 ゆり 3 2
岡田 彩佳

(一般)

女子1部（メイン）

瀧川 鈴木 西村
勝-敗 順　位

中澤 佐藤 大和田

高橋 伊藤 窪田
勝-敗 順　位

杉山 有馬 岡田

予選１位

予選３位

予選2位



女子2部
Ａブロック

竹本 明美 1 3 6 9
田中 奈美

(エンジェルス)
清水 芽依 1 10 4 7
廣澤 美空

(埼大同好会)
岸井 美諭 3 10 8 5
高橋 香里

(大妖怪甘党)
横山 美穂 6 4 8 2
堀口 麻里

(バド．ウイング)
菅 愛夕美 9 7 5 2
清川 美乃里
(ＣＲＵＮＫＳ)

女子2部
Ｂブロック

井関 花音 1 3 6 9
藤城 里菜
(スーパーウインク)

張 小霞 1 10 4 7
邵 彬
(大牧フェニックス)

横村 友希乃 3 10 8 5
三浦 凪紗

(エンジェルス)
齊藤 彩 6 4 8 2
白幡 優衣

(タマホーム)
永田 真希 9 7 5 2
小橋 京華
(Ｔｅａｍ Ｍｉｙａｈａｒａ)

女子2部
Ｃブロック

福田 香織 1 3 6 9
影山 沙羅
(大牧フェニックス)

田場 莉歩 1 10 4 7
宮崎 綾花
(Ｂｕｔｉｔ＇ｓ)

杉山 楓花 3 10 8 5
反町 泉希

(埼大同好会)
新江 愛 6 4 8 2
岩本 詩央
(ＣＲＵＮＫＳ)

五味田 舞 9 7 5 2
今泉 あすか

(バド．ウイング)

女子2部
Ｄブロック

南 有香 1 3 6 9
遠藤 冴
(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

和田 麻奈未 1 10 4 7
柳澤 千穂

(くろねこ２)
宇田川 志津 3 10 8 5
仲原 尚美

(ぽぽん太)
宮下 真由美 6 4 8 2
宮下 桃佳
(大牧フェニックス)

尾崎 環 9 7 5 2
三浦 明美

(浦和さくら)

女子2部（メイン）

勝-敗 順　位
田中 廣澤 高橋 清川
竹本 清水 岸井 菅

永田
勝-敗 順　位

藤城 邵 三浦 白幡 小橋
井関 張 横村 齊藤

勝-敗
岩本
新江

順　位
影山 宮崎 反町

堀口

今泉
福田 田場 杉山 五味田

横山

尾崎
勝-敗 順　位

遠藤 柳澤 仲原 宮下 三浦
南 和田 宇田川 宮下



女子3部
Ａブロック

田中 由美子 1 3 6 9
初鹿野 理恵

(大宮ラピス)
三浦 理香 1 10 4 7
宮崎 芳恵
(大牧フェニックス)

佐藤 由希 3 10 8 5
三村 志保

(シャトルズ)
大島 佳子 6 4 8 2
渡邉 りか

(中央ジュニア)
小宮 牧子 9 7 5 2
福井 貴子

(浦和あすなろ)

女子3部
Ｂブロック

鈴木 由美子 1 3 6 9
斉藤 恵

(浦和さくら)
斎藤 真起子 1 10 4 7
秋山 亜希子

(ダックリングス)
古山 裕子 3 10 8 5
関 麻衣子
(ツインズ・無鉄砲)
加藤 和美 6 4 8 2
加藤 美夏

(一般)
志村 直子 9 7 5 2
椎崎 貴子

(大宮ラピス)

女子3部
Ｃブロック

鈴木 栞 1 3 6 9
新井 里沙
(ＰＨＯＥＮＩＸ)

池下 朝美 1 10 4 7
坂田 くみ子

(一般)
石井 美穂子 3 10 8 5
鈴木 和代

(大宮ラピス)
岸井 香 6 4 8 2
井田 真理子
(ＨＩＭＡＷＡＲＩ)

荒川 美佐子 9 7 5 2
浦野 麻希子
(大宮グレース・大宮ラピス)

女子3部
Ｄブロック

相田 和代 1 3 6 9
倉田 和子

(浦和さくら)
多久島 真紀 1 10 4 7
永田 良江
(Ｔｅａｍ Ｍｉｙａｈａｒａ)

末永 りえこ 3 10 8 5
嶌村 文枝

(大宮ラピス)
堀尾 和恵 6 4 8 2
大木 昌美

(大宮スマイル)
川目 明美 9 7 5 2
二木 償子
(ＰＨＯＥＮＩＸ)

大島 小宮

女子3部（メイン）

勝-敗 順　位
初鹿野 宮崎 三村 渡邉 福井
田中 三浦 佐藤

志村
勝-敗 順　位

斉藤 秋山 関 加藤 椎崎
鈴木 斎藤 古山 加藤

荒川
勝-敗 順　位

新井 坂田 鈴木 井田 浦野
鈴木 池下 石井 岸井

川目
勝-敗 順　位

倉田 永田 嶌村 大木 二木
相田 多久島 末永 堀尾



長田 真実 1 3 6 9
結城 斎子

(浦和さくら)
坂元 裕子 1 10 4 7
宮田 尚子

(ぽぽん太)
遠間 則子 3 10 8 5
平泉 春美

(フレンド)
山本 まゆみ 6 4 8 2
水谷 史
(大宮ミセスクラッチ)
稲橋 まゆみ 9 7 5 2
乗口 かよ美

(浦和さくら)

女子シニア（メイン）

女子シニア
長田 坂元 遠間 山本 稲橋

勝-敗 順　位
結城 宮田 平泉 水谷 乗口


