
但し、試合の進行状況により変更することもあります。

　 　第１段目の試合の主審は、4年生5年生の第1～第3シードの選手の協力をお願いします。
　 　なお、線審が足りない場合は、試合を行うチームから１名出してください。

第8回愛川町小学生オープンバドミントン大会　　　平成３１年１月２０日

１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート 10コート

09:30 WS3-1 WS3-2 WS3-3 WS3-4 WS3-5 WS3-6 WS3-7 WS3-8 WS3-9 WS3-10

09:55 WS3-11 WS3-12 WS3-13 WS3-14 WS3-15 WS3-16 WS5-1 WS5-2 WS4-1 MS5-1

10:20 MS5-3 MS4-1 MS4-2 MS3-1 MS3-2 WS3-17 WS5-3 WS5-4 WS4-2 WS4-3

10:45 MS5-4 MS5-5 MS4-3 MS4-4 MS3-3 WS3-18 WS5-5 WS5-6 WS4-4 WS4-5

11:10 MS5-2 MS5-6 MS4-5 MS3-4 MS3-5 WS3-19 WS5-7 WS5-8 WS4-6 WS4-7

11:35 MS5-7 MS5-8 MS4-6 MS3-6 MS3-7 WS3-20 WS5-9 WS5-10 WS4-8 WS4-9

12:00 MS5-9 MS5-10 MS4-7 MS3-8 MS3-9 WS3-21 WS5-11 WS5-12 WS4-10 WS4-11

12:25 MS5-11 MS5-12 MS4-8 MS3-10 MS3-11 WS3-22 WS5-13 WS5-14 WS4-12 WS4-13

12:50 MS5-13 MS5-14 MS4-9 MS3-12 MS3-13 WS3-23 WS5-15 WS5-16 WS4-14 WS4-15

13:15 MS5-15 MS5-16 MS4-10 MS3-14 MS3-15 WS3-24 WS5-17 WS5-18 WS4-16 WS4-17

13:40 MS5-17 MS4-11 MS3-16 MS3-17 WS3-25 WS3-26 WS5-19 WS5-20 WS4-18 WS4-19

14:05 MS5-18 MS4-12 MS3-18 MS3-19 WS3-27 WS3-28 WS5-21 WS5-22 WS4-20 WS4-21

14:30 MS5-19 MS4-13 MS3-20 MS3-21 WS3-29 WS3-30 WS5-23 WS5-24 WS4-22 WS4-23

14:55 MS5-20 MS4-14 MS3-22 MS3-23 WS3-31 WS3-32 WS5-25 WS5-26 WS4-24 WS4-25

15:20 MS5-21 MS5-22 MS3-24 MS3-25 WS3-33 WS3-34 WS5-27 WS5-28 WS5-29 WS4-26

15:45 MS5-23 MS5-24 MS3-26 MS3-27 WS3-35 WS3-36 WS5-30 WS5-31 WS5-32 WS4-27

16:10 MS5-25 MS3-28 WS3-37 WS3-38 WS3-39 WS3-40 WS5-33 WS5-34 WS4-28 WS4-29

16:35 MS5-26 MS5-27 MS4-15 MS4-16 MS3-29 WS5-35 WS5-36 WS4-30 WS4-31 WS3-41

17:00 MS5-28 MS5-29 MS4-17 MS3-30 MS3-31 WS5-37 WS5-38 WS4-32 WS4-33 WS3-42

17:25 MS5-30 MS5-31 MS4-18 MS3-32 WS5-39 WS5-40 WS4-34 WS4-35 WS3-43 WS3-44

17:50 MS5-決勝 MS4-19 MS4-20 MS3-33 WS5-決勝 WS4-決勝 WS3-45 WS3-46

18:15 MS4-決勝 MS3-決勝 WS3-決勝

試合方法等について（お知らせ）

２．本日の試合は、全て１５ポイント制で行います。

３．ゲームの進行は、原則としてタイムテーブルにより行います。

貴重品は(ラケットも含め)、各自責任をもって管理してください。

１．本日の試合は、下記のとおり特別ルールで行います。

４．試合の主審は敗者が行い、線審は、勝者と敗者から１名出してください。

５．試合が近くなったらアリーナの中にいてください。



第8回愛川町小学生オープンバドミントン大会平成３１年１月２０日 愛川町第１号公園体育館

男子3年生以下シングルス
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升 吏斗哉 （法政クラブ）

深野 修斗 （チームさくらんぼジュニア）

玉木 佑弥 （たなしＭＡＸｊｒ．）

笠井 龍牙 （勝沼ジュニア）

高城 羚護 （綾瀬ジュニア）

佐々木 優一 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

市川 翔大 （トータスクラブ）

小池 大和 （町田ジュニア）

高橋日向我 （ＥＳＴＩＬＯ）

間瀬 智裕 （町田ジュニア）

田中 咲樹 （横浜白山スポ少）

川手 楓雅 （ 大 清 水 ）

白 石 航 （Ｔｅａｍ Ｐｏｗｅｒ Ｈｉｔｔｅｒｓ Ｍａｘ （ＴＰＨＭ））

宮本 陽瑠 （サザンウィングス）

三觜 海翔 （ＮＰ神奈川）

福成 翔太 （シャトラーズ深川）

土屋 和志 （八王子キッズバドラー）

塩 谷 司 （たなしＭＡＸｊｒ．）

岩瀬 剛大 （綾瀬ジュニア）

酒井 耀大 （横浜白山スポ少）

宮澤 陽葵 （チームさくらんぼジュニア）

石若 陽翔 （三条クラークＪｒ．）

吉本 悠生 （トータスクラブ）

岩佐 幸延 （勝沼ジュニア）

小池 飛眞 （南信ジュニア）

中川 翔護 （町田ジュニア）

三木 瑛太 （シャトラーズ深川）

進藤 あおい （横浜白山スポ少）

内田 壮一郎 （たなしＭＡＸｊｒ．）

高橋 和希 （大井沢バドミントン）

石井 春馬 （ホワイトバーズ）

鷲山 雄哉 （野の花クラブ・ハート）

堀川 真暉 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

加藤 陽斗 （町田ジュニア）

岩佐 幸太郎 （八王子キッズバドラー）

男子4年生シングルス
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藤城 武之輔 （たなしＭＡＸｊｒ．）

星野 諒太 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

平 吹 曉 （青梅ジュニア）

林 大 智 （Ｔｅａｍ Ｐｏｗｅｒ Ｈｉｔｔｅｒｓ Ｍａｘ （ＴＰＨＭ））

浦城 宏斗 （綾瀬ジュニア）

外村 樟太 （所沢ジュニア）

四宮 光喜 （愛川ジュニアバドミントンクラブ）

井上 湊仁 （八王子キッズバドラー）

長岡 ほくと （大井沢バドミントン）

鴛海 彰祝 （青葉ジュニア）

福田 駿平 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

野口 馳矢 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

福山 航太 （サザンウィングス）

小澤 直旺 （所沢ジュニア）

小池 透敦 （南信ジュニア）

田中 飛羽 （大井沢バドミントン）

渡邉 悠至 （青梅ジュニア）

坂 口 功 （渋谷ジュニア）

下川 璃久 （青梅ジュニア）

井渕 史瑛 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

宮入 悠人 （八王子キッズバドラー）

石若 湊太 （三条クラークＪｒ．）

男子5年生シングルス
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根本 舜生 （綾瀬ジュニア）

佐藤 咲颯 （能見台ジュニア）

栗山 海偉 （ＮＰ神奈川）

町山 日悠 （平塚イーグレット）

椎名 倖太郎 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

雨宮 亨太 （青葉ジュニア）

三浦 琉海 （横浜白山スポ少）

小柳 蒼太 （サザンウィングス）

門 井 翔 （ホワイトバーズ）

関戸 浩之介 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

佐々木 航 （ 大 清 水 ）

小宮 研人 （町田ジュニア）

公文 翔虎 （ＮＰ神奈川）

岡 村 陽 （綾瀬ジュニア）

宮 城 崇 （横浜白山スポ少）

西 山 晴 （汲沢ＢＣ）

小坂部 瑛太 （シャトラーズ深川）

石井 大翔 （ホワイトバーズ）

田中 太陽 （三条クラークＪｒ．）

荒瀬 尊翔 （横浜白山スポ少）

本橋 幹大 （サザンウィングス）

齋 藤 翔 （シャトラーズ深川）

田中 舜己 （所沢ジュニア）

松下 統哉 （汲沢ＢＣ）

岡 部 翔 （綾瀬ジュニア）

川﨑 航生 （ＮＰ神奈川）

田辺 耕大 （汲沢ＢＣ）

島岡 直輝 （青葉ジュニア）

杉 山 竣 （能見台ジュニア）

千葉 正稀 （法政クラブ）

宮 澤 朔 （チームさくらんぼジュニア）

水神 鉄心 （綾瀬ジュニア）

田代 隼也 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）



第8回愛川町小学生オープンバドミントン大会平成３１年１月２０日 愛川町第１号公園体育館

女子3年生以下シングルス
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田中 美月 （三条クラークＪｒ．）

志村 志緒里 （トータスクラブ）

大貫 諒葉 （愛川ジュニア）

田中 依舞 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

光永 理央菜 （町田ジュニア）

稲付 くるみ （たなしＭＡＸｊｒ．）

山中 朱哩 （青梅ジュニア）

三木 彩加 （シャトラーズ深川）

三瓶 杏菜 （チームさくらんぼジュニア）

葛谷 果歩 （大井沢バドミントン）

水尻 茉那 （サザンウィングス）

高野 真衣 （ 大 清 水 ）

藤原 ほのか （所沢ジュニア）

柳下 璃央 （横浜白山スポ少）

四宮 凛旺 （愛川ジュニア）

森崎 葉名 （有馬こども会）

綿貫 奏美 （平塚イーグレット）

越智 絢香 （勝沼ジュニア）

渡邉 杏梨 （青梅ジュニア）

佐藤 つきみ （渋谷ジュニア）

北堀 瑛麻 （青葉ジュニア）

増田 木音 （ 大 清 水 ）

小泉 茉璃 （能見台ジュニア）

石川 るるう （たなしＭＡＸｊｒ．）

竿田 風奏 （三条クラークＪｒ．）

飯田 結万 （青梅ジュニア）

榊 百 椛 （青葉ジュニア）

米満 紗彩 （愛川ジュニア）

金澤 優咲 （渋谷ジュニア）

岡田 早貴 （ＮＰ神奈川）

齋 藤 翼 （シャトラーズ深川）

高橋 結衣 （町田ジュニア）

岡村 優希美 （綾瀬ジュニア）

佐々木 真依 （ 大 清 水 ）

福山 咲季 （サザンウィングス）

津崎 帆乃 （有馬こども会）

須藤 柚希 （ＭＣジュニア）

金子 結依 （青葉ジュニア）

永井 凛央 （大井沢バドミントン）

柳川 莉音 （愛川ジュニア）

長原 里紗 （横浜白山スポ少）

川合 梨子 （ 大 清 水 ）

薗田 優奈 （青梅ジュニア）

池谷 美紅 （所沢ジュニア）

松本 芽依 （チームさくらんぼジュニア）

道越 梨生 （平塚イーグレット）

藤井 円加 （渋谷ジュニア）

森田 七海 （たなしＭＡＸｊｒ．）
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女子4年生シングルス
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須藤 夏希 （ＭＣジュニア）

松本 麗奈 （横浜白山スポ少）

山本 理紗 （所沢ジュニア）

佐藤 空菜 （鴻巣アドバンス）

大関 美和 （大井沢バドミントン）

宮本 青璃 （サザンウィングス）

井澤 璃音 （平塚イーグレット）

金子 美幸 （ＮＰ神奈川）

神本 真凪 （汲沢ＢＣ）

山中 杏哩 （青梅ジュニア）

高木 涼緒 （大井沢バドミントン）

吉田 姫衣 （大和市ジュニア）

吉本 琳音 （愛川ジュニア）

定松 亜実 （トータスクラブ）

加茂 有結里 （勝沼ジュニア）

松 岡 和 （ＮＰ神奈川）

永井 花凛 （大井沢バドミントン）

山田 和花 （ 大 清 水 ）

沼田 唯李 （所沢ジュニア）

木田 愛里 （たなしＭＡＸｊｒ．）

木川 華綸 （愛川ジュニア）

池田 苺華 （大井沢バドミントン）

若 林 桜 （横浜白山スポ少）

渡辺 莉音 （青葉ジュニア）

大澤 悠里 （ 大 清 水 ）

陸 麗 如 （Ｓｅｌｆｉｓｈ）

隨念 麻由 （大和市ジュニア）

田口 美羽 （ＮＰ神奈川）

伊東 陽南 （所沢ジュニア）

関 颯 華 （綾瀬ジュニア）

浜崎 莉愛 （ＮＰ神奈川）

山口 玲衣 （サザンウィングス）

東 里 桜 （渋谷ジュニア）

高 橋 歩 （大井沢バドミントン）

金澤 采子 （青梅ジュニア）

平井 杏海 （汲沢ＢＣ）

樋口 丹里 （野の花クラブ・ハート）

女子5年生シングルス
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御後 なつみ （野の花クラブ・ハート）

北 島 琳 （綾瀬ジュニア）

内田 弥良 （勝沼ジュニア）

石川 里琴 （所沢ジュニア）

秋葉 咲耶 （サザンウィングス）

綿貫 瑞香 （平塚イーグレット）

内野 陽依 （八王子キッズバドラー）

深野 優奈 （チームさくらんぼジュニア）

中村 乙寧 （能見台ジュニア）

山本 桧菜 （愛川ジュニア）

柵木 はづき （渋谷ジュニア）

江頭 柚風 （ＮＰ神奈川）

丹 澤 明 （勝沼ジュニア）

高野 芽衣 （ 大 清 水 ）

内藤 あすか （八王子キッズバドラー）

海野 ひより （南信ジュニア）

小林 美緒 （勝沼ジュニア）

佐々木 夏帆 （大和市ジュニア）

輿石 愛佳 （青葉ジュニア）

三瓶 結菜 （チームさくらんぼジュニア）

阿部 唯愛来 （たなしＭＡＸｊｒ．）

石井 愛莉 （たなしＭＡＸｊｒ．）

髙田 奈々実 （平塚イーグレット）

片岡 心優 （有馬こども会）

稲葉 咲月 （町田ジュニア）

佐 野 渚 （勝沼ジュニア）

戸倉 笑花 （青葉ジュニア）

萩原 心花 （サザンウィングス）

青木 詩花 （八王子キッズバドラー）

佐藤 音羽 （汲沢ＢＣ）

竿田 陽和 （三条クラークＪｒ．）

大竹 優笑 （平塚イーグレット）

飯田 志歩 （青梅ジュニア）

三原 小春 （能見台ジュニア）

川手 ほのか （ 大 清 水 ）

戸坂 未葵 （Ｔｅａｍ Ｐｏｗｅｒ Ｈｉｔｔｅｒｓ Ｍａｘ （ＴＰＨＭ））

飯島 千佳 （勝沼ジュニア）

坂本 莉椛 （勝沼ジュニア）

斎藤 はな （チームさくらんぼジュニア）

赤羽根 円加 （渋谷ジュニア）

浅野 杏樹マリ （八王子キッズバドラー）

田中 ひよ莉 （トータスクラブ）


