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成績

亀 ヶ 森 有 松 本 源 喜 吉 永 正 太 郎 藤本 ホセマリ
(ＶＥＲＴＥＸ・新潟) (ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA・鳥取) (岱明ＳＢＣ・熊本) (チームPrince・東京)

本 田 尚 人 末 吉 健 志 谷 本 雄 三 古 井 博 高

(ＶＥＲＴＥＸ・新潟) (ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA・鳥取) (岱明ＳＢＣ・熊本) (くまもんPrince・東京)

毛 利 正 和 林 谷 理 貴 東 幸 太 菊 地 裕 太
(ＶＥＲＴＥＸ・新潟) (ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA・鳥取) (岱明ＳＢＣ・熊本) (東日本国際大学・福島)

中 家 友 彦 尾 形 勝 崇 池 寛 正 厚 川 勇
(神福山クラブ・神奈川) (ＹＯＮＥＸ・宮城) (フットワーク・高知) (チーム大田区・東京)

棟 居 秀 行 木 村 威 夫 尾 崎 建 治 江 川 博 康

(神福山クラブ・山口) (ＹＯＮＥＸ・宮城) (フットワーク・福井) (チーム大田区・東京)

青 柳 壯 彦 菊 田 仁 司 橋 詰 高 博 増 田 朋 之
(神福山クラブ・山形) (せんたかクラブ・宮城) (フットワーク・高知) (チーム大田区・東京)

高 橋 輝 彰 野 村 秀 樹 安 宅 誠 大 竹 誠
(都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ・岩手) (せんたかｸﾗﾌﾞ・宮城) (白神さんち・秋田) (ウイングクラブ・福島)

斎 藤 剛 桜 場 光 浩 南 都 典 忠 上 野 孝
(都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ・岩手) (せんたかｸﾗﾌﾞ・宮城) (白神さんち・秋田) (ウイングクラブ・福島)

藤 澤 正 幸 早 坂 信 幸 越 前 屋 聡 宮 島 和 彦
(都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ・岩手) (HIROSECLUB・宮城) (白神さんち・秋田) (ウイングクラブ・福島)

鈴 木 正 造 武 田 藤 一 郎 新 村 秋 男 菊 地 正
(キャビン・埼玉) (チーム藤山・山形) (ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟ富山・富山) (せんたかクラブ・宮城)

後 藤 誠 横 山 正 近 藤 朝 範 佐 藤 則 夫
(HIROSECLUB・宮城) (チーム藤山・山形) (石川クラブ・石川) (せんたかクラブ・宮城)

古 橋 政 紀 高 山 竹 彦 松 田 新 二 郎 遠 藤 雅 行

(HIROSECLUB・宮城) (チーム藤山・山形) (ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾏﾂﾀﾞ・石川) (せんたかクラブ・宮城)

服 部 麻 衣 森 か お り 伊 深 顕 絵 神 ゆ か り
(七十七銀行・宮城) (ＹＯＮＥＸ・福岡) (東北福祉大学・宮城) (七十七銀行・宮城)

幡 谷 若 奈 赤 尾 美 代 小 椋 優 美 杉 山 利 奈
(七十七銀行・宮城) (ＹＯＮＥＸ・福岡) (東北福祉大学・宮城) (七十七銀行・宮城)

阪 口 智 郁 橋 本 麻 衣 子 齋 藤 千 愛 伊 藤 尚 子

(七十七銀行・宮城) (ＹＯＮＥＸ・福岡) (東北福祉大学・宮城) (七十七銀行・宮城)

上 滝 美 羽 子 上 田 彰 子 天 沼 夕 希 子 笹 原 智 江
(C yell・宮城) (体育堂WaiWai・熊本) (ＶＩＰ・埼玉) (しらとり・山形)

寺 島 や よ い 吉 永 圭 井 子 伊 藤 直 美 東 海 林 直 美
(MY　MUMS・宮城) (体育堂WaiWai・熊本) (ＶＩＰ・埼玉) (しらとり・山形)

後 藤 明 子 福 井 奈 美 影 山 伊 美 沼 澤 宏 子

(HIROSECLUB・宮城) (体育堂WaiWai・熊本) (ＶＩＰ・埼玉) (しらとり・山形)

田 村 早 苗 佐 藤 美 代 子 谷 脇 洋 子 古 賀 ひ と み
(春日井・愛知) (ヴィ－ナス・山形) (ひよこ・福岡) (ｸﾘｱﾚﾃﾞｨｰｽ・福岡)

霜 恭 子 板 垣 尚 美 池 口 治 美 川 谷 明 子
(春日井・愛知) (ヴィ－ナス・山形) (ひよこ・福岡) (ｸﾘｱﾚﾃﾞｨｰｽ・福岡)

鈴 木 た ま み 武 田 弘 美 九 郎 丸 留 美子 岩 下 美 千 代

(春日井・愛知) (ヴィ－ナス・秋田) (ひよこ・福岡) (ｸﾘｱﾚﾃﾞｨｰｽ・福岡)

米 口 順 子 二 階 堂 彰 子 乃 美 喜 代 子 真 鍋 絹 子

(やよい・東京) (ばどる・宮城) (宝塚・兵庫) (ｓｈｏｔ’０４・千葉)

宮 崎 美 江 子 古 橋 清 子 酒 巻 美 代 子 佐 藤 智 美
(やよい・東京) (ばどる・宮城) (宝塚・兵庫) (ｓｈｏｔ’０４・千葉)

田 倉 テ イ 子 金 上 洋 子 市 岡 真 知 子 島 田 真 知 子
(やよい・東京) (ばどる・宮城) (宝塚・兵庫) (ｓｈｏｔ’０４・千葉)

３　位

180才以上
男子

一般女子

180才以上
女子

120才以上
男子

150才以上
男子
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３位(150才男子は4位)

120才以上
女子

150才以上
女子

一般男子

優　勝 準優勝
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　　　 1. 大 会 名 第５回全国バドミントントリプルス選手権大会（個人戦）

　　　 2. 主　　催 宮城県バドミントン協会

全国バドミントントリプルス選手権大会実行委員会

　　　 3. 主　　管 日本バドミントン専門店会　仙台市バドミントン協会

　　　 4. 後　　援 公益財団法人日本バドミントン協会　　宮城県・仙台市　河北新報社（予定）　東北放送（予定）

　　　 5. 特別協賛 ヨネックス（株）

　　　 6. 協　　賛 (株)ゴーセン　　(株)メトロ　　ミズノ（株）　　ヒロウン（株）　　アメアスポーツジャパン（株）

グローブライド（株）　　ダンロップスポーツ（株）　　東亜ストリング(株)　　(株)ベースボールマガジン社

(株)リンダオジャパン

　　　 7. 期　  日 平成２５年２月２３日（土） ～ ２４日（日）

　　　 8. 会　  場 仙台市宮城野体育館（１６面）

　〒983-0039　　仙台市宮城野区新田東４－１－１

　　TEL　０２２－２３１－１２２１

　　　 9. 種　　目　 （１）一般男女の部（年齢制限なし３名）　　　

（２）チーム合計年齢　１２０才以上男女の部（最低年齢３０歳以上３名）

（３）チーム合計年齢　１５０才以上男女の部（最低年齢４０歳以上３名）

（４）チーム合計年齢　１８０才以上男女の部（最低年齢５０歳以上３名）

　　　10. 日　　程 ２月２３日（土）　　 12時00分 開会式
　　　　　　　  　　　 12時30分 競技開始

　　＜実施種目＞　　一般男子 ： 予選リーグ　一般女子：予選リーグ

　  　 　　　 　　　　 １２０才以上男子：予選リーグ　１２０才以上女子：予選リーグ

１５０才以上男子：予選リーグ　１５０才以上女子：予選リーグ

１８０才以上男子：予選リーグ　１８０才以上女子：予選リーグ

２月２４日（日）　　 9時00分 競技開始

　　＜実施種目＞　　一般男子 ： 順位決定トーナメント　一般女子：順位決定トーナメント

　　  　　  　　　　　 １２０才以上男子：順位決定トーナメント　１２０才以上女子：順位決定トーナメント

 　 　　　　　　　  　 １５０才以上男子：順位決定トーナメント　１５０才以上女子：順位決定トーナメント

１８０才以上男子：順位決定トーナメント　１８０才以上女子：順位決定トーナメント

　　　11. 競技規則 公益財団法人日本バドミントン協会平成２４年度競技規則、同大会運営規程及び同公認審判員規程に依る。

但し、日本バドミントン専門店会考案のトリプルス特別ルールを採用する。

　　　12. 競技方法 各種目とも３～４チームの予選リーグを行い、各順位ごとトーナメント方式により順位を決定する。

　　　13. シャトル･器具

平成２４年度公益財団法人日本バドミントン協会検定審査合格品を使用する。

　　　14. 参加資格　　平成２４年度公益財団法人日本バドミントン協会登録者に限る。

年齢は平成２４年４月１日現在の満年齢とする。

　　　15. 参加料 各種目とも１チーム　６，０００円（参加賞あり）

　　　16. 申込期限 平成２５年１月１８日（金）必着とする。

震災復興支援　平成２４年度　第５回全国バドミントントリプルス選手権大会要項
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　　　17. 申込方法 所定の用紙に必要事項を記入し、下記事務局へ郵送して下さい。

日本バドミントン専門店（株）のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://www.badminton-psu.com/）より申込むこともできます。

詳細は以下の通りです。

（１）トリプルス専用サイト（http://www.badminton-psu.com/triples/）の申込みページより申し込む。

　　申込みページは https://www.badminton-psu.com/triples_mail_form/form.cgi?f=9 となります。

（２）トリプルス専用サイトの申込書（エクセルファイル又はＰＤＦファイル）をダウンロードして
　　必要事項を入力してメールに添付して申し込む。

　　添付ファイルは必ずウイルスチェックをしてからメールしてください。

　　申込みメールアドレスは triples@badminton-psu.com となります。

参加料は申込み期限までに下記の口座に振り込む事とする。（振込手数料はご負担下さい）

振込先
銀行名 みずほ銀行国分寺支店(275)

口座番号 普通預金　2769233

口座名義 日本バドミントン専門店株式会社（ニホンバドミントンセンモンテン（カ））

　　　18. 表　彰　　 各種目とも１位トーナメント上位のチームには賞状及び賞品を授与する。

　　　19. 事務局 〒611-0002

　京都府宇治市木幡大瀬戸53-1安井マンション301

日本バドミントン専門店株式会社内

吉　田　清　隆

電話 0774-32-1041
ＦＡＸ 0774-32-1041

　　　　　　　　　　　 携帯 080-3835-7754 (ドコモ) 070-6689-6349(ウイルコム)

　　　20. その他　   (1) 競技中の服装は、平成２４年度公益財団法人日本バドミントン協会審査合格品とする。

(2) 競技中上衣の背面には都道府県名又はチーム名の表示なき選手は失格とする。

　　リベロの識別用にリストバンドを配布しますので、リベロは必ず着用してください。
(3) 競技中の事故については、主催者は応急処置以外は一切の責任を負わない。

 ただし、スポーツ傷害保険には加入します。

(4)大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に

 利用することはありません。

 大会結果については関連ホームページに掲載すると共に、報道機関等に提供いたしますので、
 公開されることがあります。

(5)ゴミは持ち帰りが原則ですので、ゴミ袋を準備し、持ち帰ってください。

(6) 宿泊について

　　大会当日は学会、及び国公立大学入試試験があるため、かなり混んでおります。

　　そこで宿泊ご希望の方はなるべく早く下記に問合せください。

びゅうプラザ仙台団体旅行センター　　担当　堀川、佐々木まで
電話　０２２－２１３－４８６７

FAX　０２２－２１３－７２８２

(7)大会１日目の２月２３日（土）夜に「米倉加奈子プロジェクト主催のウエルカムパーティ」を
　　予定しています。米倉加奈子コーチのスピーチに始まり、イベント（じゃんけんマッチ・オークション・

　　サイン会等）を催して、大いに仙台の夜を満喫したいと考えております。

　　パーティ参加費は５，０００円、会場は「江陽グランドホテル　鳳凰の間」となります。

　　多くの方の参加をお待ちしております。

　　参加申込書にパーティー参加欄を設けておりますので、参加希望の方は○印を記入してください。

　　パーティ参加費は大会参加料と合わせて振り込みをお願いします。

江陽グランドホテル　鳳凰の間　２月２３日　１９：００～

　〒980-0014　仙台市青葉区本町2-3-1　022-267-5111
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一般男子の部／予選リーグ

氏名

副島　浩史

武田　信一郎

中村　寿史 1 2

佐藤　吉紀

渡辺　真一郎

石塚　大介 3

芦名　善昭

八島　武士

笠松　貴司

氏名

松本　源喜

末吉　健志

林谷　理貴 1 2

原田　学 SUPER NOVA

住家　祐介 宮城野ｸﾗﾌﾞ

佐藤　祥平 宮城野ｸﾗﾌﾞ 3

三上　裕士

森　滉一郎

大森　太一

氏名

藤本　ホセマリ チームPrince 東京都

古井　博高 くまもんPrince 東京都

菊地　裕太 東日本国際大学 福島県 1 2

藪内　一貴

小林　大介

西　幸治 3

吉永　正太郎

谷本　雄三

東　　幸太

氏名

竹田　将一 宮城野ｸﾗﾌﾞ

今野　友之 エネオス

佐藤　充 HIROSECLUB 1 2

鈴木　　聡

林　　真成

遠藤　有人 3

山口　英一

中原　健一

松田　靖貴

カナリヤ

1

2

3

山形県

仙台市役所

岱明ＳＢＣ

一般男子トリプルス（ＭＴＲ　Ｄ）

福岡県

山形県

宮城県

スリーエス

カナリヤ

岩沼ｸﾗﾌﾞ

東日本国際大学

Ｂ　ブロック

鳥取県

宮城県

福島県

一般男子トリプルス（ＭＴＲ　Ｂ）

3

チーム名

２―０ １―２

佐藤　充 遠藤　有人 松田　靖貴

宮城県

２―０ １　位3 ２―１ ２―０東京都
ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟ
　　フジ

１―１ ２　位

2 ０―２ ０―２ ３　位
０―２

1

Ｄ　ブロック 今野　友之 林　　真成 中原　健一

１―１ ２　位

竹田　将一 鈴木　　聡 山口　英一
勝敗 順位

3 ０―２ ２―０熊本県

１　位

2 ０―２ ０―２ ３　位

２―０ ２―０

０―２
宮城県

1

チーム名

２―０

谷本　雄三

菊地　裕太 西　幸治 東　　幸太

２　位

一般男子トリプルス（ＭＴＲ　Ｃ） 藤本　ホセマリ 藪内　一貴 吉永　正太郎

勝敗 順位Ｃ　ブロック 古井　博高 小林　大介

０―２ ２―０

２―０

１―１

１　位

2 ０―２ ０―２ ３　位

２―０ ２―０

０―２

1

チーム名

ラケットショップ
　　ＦＵＴＡＢＡ

１　位

３　位

２　位

松本　源喜 原田　学 三上　裕士

勝敗

大森　太一

順位

林谷　理貴 佐藤　祥平

末吉　健志 住家　祐介 森　滉一郎

０―２

２―０

０―２

１―１

０―２

０―２ ２―０

勝敗 順位

一般男子トリプルス（ＭＴＲ　Ａ）

Ａ　ブロック

チーム名

副島　浩史

武田　信一郎

中村　寿史

佐藤　吉紀 芦名　善昭

渡辺　真一郎 八島　武士

石塚　大介 笠松　貴司

２―０ ２―０
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一般男子の部／予選リーグ

氏名

西村　昭彦

町田　　響

増田　基世 1 2

橋本　和哉

田島　聖也

大越　　武 3

伊深　裕晃 BEER’S

芳賀　順一 BEER’S

鈴木　俊介 HIROSECLUB

氏名

川岸　達也

新井　翔太

小林　恭介 1 2

野田　正明

遠藤　裕樹

相原　賢志朗 3

後藤　俊博

中野　優也

小園　継広

氏名

松本　　晃

杉川　友和

稲迫　勇司 1 2

高橋　伸太郎 SUPER NOVA

遠藤　彰吾 東北学院大学

平山　卓男 SUPER NOVA 3

渡部　訓生

竹俣　洋平

二瓶　　良

氏名

永井　宏樹 ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚ ＦＵＴＡＢＡ 鳥取県

森本　貴裕 ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚ ＦＵＴＡＢＡ 鳥取県

今野　裕基 泉ｸﾗﾌﾞ 宮城県 1 2

亀ヶ森　有

本田　尚人

毛利　正和 3

菅野　政彦 岩沼ｸﾗﾌﾞ

佐藤　晃一 岩沼ｸﾗﾌﾞ

佐久間　紀良 東北学院大学

ＬｉｔｔｌｅＢｉｌｌ 福島県

自衛隊 山形県

宮城県

東京都

一般男子トリプルス（ＭＴＲ　Ｆ）

２―０

3 １―２ ０―２宮城県 ３　位０―２

１―１ ２　位

１　位2 ２―０ ２―０ＶＥＲＴＥＸ 新潟県

０―２ ２―１
1

一般男子トリプルス（ＭＴＲ　Ｈ） 永井　宏樹

チーム名 今野　裕基

勝敗 順位Ｈ　ブロック 森本　貴裕 本田　尚人 佐藤　晃一

毛利　正和 佐久間　紀良

亀ヶ森　有 菅野　政彦

２―０ １　位福島県福島県教職員3 ２―０ ２―０

３　位

２―１ ０―２
1

０―２
宮城県

ラケットショップ
　　ＦＵＴＡＢＡ

鳥取県

０―２

高橋　伸太郎 渡部　訓生

二瓶　　良平山　卓男

竹俣　洋平

松本　　晃

2 １―２

チーム名 稲迫　勇司

一般男子トリプルス（ＭＴＲ　Ｇ）

Ｇ　ブロック 杉川　友和 遠藤　彰吾

１―１ ２　位

勝敗

１―１

順位

２　位

日本無線

ＹＯＮＥＸ
２―１

1

3 ２―０ １―２

勝敗

０―２ ３　位

2 ２―０ ２―０ １　位

０―２ ０―２

川岸　達也 野田　正明 後藤　俊博

チーム名 小林　恭介

２―０ １　位宮城県

順位Ｆ　ブロック 新井　翔太 遠藤　裕樹 中野　優也

相原　賢志朗 小園　継広

3 ２―０ ２―１

０―２ ３　位

2 ２―０ １―１ ２　位

０―２ ０―２

１―２

橋本　和哉

増田　基世 大越　　武

adidas
 badminton
 　club

東京都

田島　聖也

1

チーム名

一般男子トリプルス（ＭＴＲ　Ｅ） 西村　昭彦

Ｅ　ブロック 町田　　響 芳賀　順一

伊深　裕晃

勝敗 順位

鈴木　俊介
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一般男子の部／予選リーグ

氏名

三浦　貴大

今野　隆史

杉山　慶太 1 2

辻井　　直

斎藤　聡史

三矢　智博 3

塩満　健太 仙台大学 宮城県

阿部　慎太郎 宮工クラブ 宮城県

栂野尾　昌志 ＹＯＮＥＸ 東京都

氏名

粕加屋　篤志

安杖　大輝

菅原　直希 1 3 5

斎藤　悠輔

浅野　記生

大河原　正晴 6 4

吉田　和希 宮城工業高

菅井　隼 仙台工業高

濱田　敬太 聖和学園高 2

大野　航 徳島県

松田　壮平 高知県

西本　卓也 宮城県

氏名

小池　毅

畑山　辰仁

菊地　洋平 1 3 5

南　　淳一

大槻　勲史

佐藤　慎也 6 4

二村　　公

村里　大輔

高本　祐太 2

氏家　信明

田中　学

渡邉　勇司

海人秋田会 秋田県

東京都

宮城県

4

isao .com 福岡県

Ｊ　ブロック

3

3

ＮＯＫメタル 福島県

フットワーク

宮城県

鶴岡
バドミントンOB会

山形県

京都府BWAY

２―０ ０―２ ２―１ ２　位

１―２０―２ ３　位

２―１

１―２

菅原　直希

勝敗安杖　大輝 浅野　記生 菅井　隼 松田　壮平

粕加屋　篤志 斎藤　悠輔 吉田　和希 大野　航

０―３

２―１

一般男子トリプルス（ＭＴＲ　Ｊ）

チーム名

０―２ １―２

高本　祐太

一般男子トリプルス（ＭＴＲ　Ｋ） 南　　淳一

順位
大河原　正晴 濱田　敬太 西本　卓也

二村　　公

チーム名 杉山　慶太 三矢　智博 栂野尾　昌志

０―２

チーム名

２―０

大槻　勲史 村里　大輔

佐藤　慎也

３　位０―２

東北福祉大学

０―２

０―２

０―２

２―０

宮城県仙台市役所

1
２―０

２―０

０―２ ０―２

２―０

2

4 ０―３ ４　位

２―０

２―０

３―０ １　位

２―１

１―２

２　位

２―０

順位Ｋ　ブロック

氏家　信明

田中　学

渡邉　勇司

勝敗畑山　辰仁

菊地　洋平

小池　毅

０―２ ３　位

４　位

2 ３―０ １　位

1

２―０
AHIRUDAN
 INTERNATIONAL

3 ０―２ ０―２

２　位

2 ２―１ ２―０ １　位

１―２ ２―０
1

２―０

１―１

一般男子トリプルス（ＭＴＲ　Ｉ） 三浦　貴大 辻井　　直

Ｉ　ブロック 今野　隆史 斎藤　聡史 阿部　慎太郎

塩満　健太

順位勝敗
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一般男子の部／順位決定トーナメント

副島　浩史 藤本　ホセマリ チームPrince

中村　寿史 2 2 菊地　裕太 東日本国際大学

二村　　公 0 0 粕加屋　篤志

高本　祐太 2 0 菅原　直希

吉田　和希 宮城工業高 1 2 菅野　政彦 岩沼ｸﾗﾌﾞ

濱田　敬太 聖和学園高 0 0 佐久間　紀良 東北学院大学

後藤　俊博 竹田　将一 宮城野ｸﾗﾌﾞ

小園　継広 キ 佐藤　充 HI ROSEC LUB

松本　　晃 2 三浦　貴大

稲迫　勇司 2 2 1 0 杉山　慶太

辻井　　直 小池　毅

三矢　智博 0 2 菊地　洋平

原田　学 SUPER NOVA 2 芦名　善昭

佐藤　祥平 宮城野ｸﾗﾌﾞ 0 笠松　貴司

藪内　一貴 2 0 西村　昭彦

西　幸治 0 増田　基世

亀ヶ森　有 2 2 野田　正明

毛利　正和 2 0 相原　賢志朗

渡部　訓生

伊深　裕晃 BEER’S 2 二瓶　　良

福島県教職員

ＶＥＲＴＥＸ・
新潟

鶴岡
バドミントン
OB会

Ｄ２位

Ｇ２位

Ｅ３位

Ｈ１位

adidas
 badminton
 　club

Ｂ３位

BWAY

26

海人秋田会

東北福祉大学

ＹＯＮＥＸ

安杖　大輝

スリーエス

岩沼ｸﾗﾌﾞ

仙台市役所

1

自衛隊

ラケット
ショップ
　　ＦＵＴＡＢ
Ａ

isao.com

33

8

9

2

34

21

7

6

30

5

6

23

22

25

25

田島　聖也
橋本　和哉

大越　　武

ＬｉｔｔｌｅＢｉｌｌ

くまもんPrince18 Ｃ１位武田　信一郎 Ａ１位

4 12

1 古井　博高

Ｊ４位19

菅井　隼 仙台工業高

村里　大輔 Ｋ３位 2

3

2

24 20 Ｈ３位Ｊ３位 佐藤　晃一 岩沼ｸﾗﾌﾞ2

中野　優也 今野　友之 エネオス4Ｆ２位

1
13

21

5杉川　友和 今野　隆史

斎藤　聡史 畑山　辰仁Ｋ１位Ｉ１位

Ｉ２位2

14

24住家　祐介 宮城野ｸﾗﾌﾞ 八島　武士

小林　大介 町田　　響

Ａ２位

Ｃ３位

0

2

0

本田　尚人 遠藤　裕樹

竹俣　洋平27 Ｇ１位

Ｆ１位

157

32

0
鈴木　俊介 HI ROSEC LUB

鈴木　　聡

16

2
26
1

小林　恭介

Ｊ１位30

2
大森　太一

18
2

17

1

0

2
0 31

10
1

1

2

1

20

2

2

0
29

23

0

3

2
27

1

1

11

0

2

松田　靖貴

山口　英一

中原　健一

028

2

1平山　卓男 SUPER NOVA

東　　幸太

ラケット
ショップ
ＦＵＴＡＢＡ

松本　源喜

末吉　健志
林谷　理貴

2
19

新井　翔太 日本無線 Ｆ３位

8

芳賀　順一 BEER’S Ｅ１位

川岸　達也

渡辺　真一郎

石塚　大介

カナリヤ

カナリヤ
佐藤　吉紀

林　　真成

遠藤　有人

斎藤　悠輔

浅野　記生

大河原　正晴

AHIRUDAN
 
INTERNATI
ONAL

永井　宏樹
森本　貴裕

今野　裕基

ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚ ＦＵＴＡＢＡ

ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚ ＦＵＴＡＢＡ

泉ｸﾗﾌﾞ

塩満　健太

阿部　慎太郎
栂野尾　昌志

仙台大学

宮工クラブ
ＹＯＮＥＸ

氏家　信明

田中　学
渡邉　勇司

仙台市役所

Ｂ１位35

Ｈ２位31

Ｉ３位33

Ｅ２位32

10

11

12

Ｋ４位34

Ｄ３位28

Ａ３位29

0

ＮＯＫメタルＫ２位

森　滉一郎 東日本国際大学 Ｂ２位

佐藤　慎也

三上　裕士

Ｃ２位

13

大野　航

松田　壮平

西本　卓也

フットワークＪ２位 14

南　　淳一

大槻　勲史

15

高橋　伸太郎

遠藤　彰吾

SUPER NOVA

東北学院大学Ｇ３位 16

吉永　正太郎

谷本　雄三 岱明ＳＢＣ

ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟ
　　フジ

Ｄ１位 17

2

2

22
2

0

9
2
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１２０才以上男子の部／予選リーグ

氏名

中家　友彦 神福山クラブ 神奈川県

棟居　秀行 神福山クラブ 山口県

青柳　壯彦 神福山クラブ 山形県 1 2

厚川　　勇

江川　博康

増田　朋之 3

松田　　武

許　　逸青

任　　炯

氏名

森本　智忠

中嶋　敏明

小寺　雅裕 1 2

新井　淳二

江田　麻人

中野　将孝 3

尾形　勝崇 ＹＯＮＥＸ

木村　威夫 ＹＯＮＥＸ

菊田　仁司 せんたかクラブ

氏名

斎藤　篤儀 ＳＢＤ

芦　智男 ＳＢＤ

大山　栄二 水無月会 1 2

池　寛正 高知県

尾崎　建治 福井県

橋詰　高博 高知県 3

羽田　一則

武田　孝宏

吉田　典雅

ミズノ（株） 大阪府

東京都ツイバド部

０―２ ３　位ＬｉｔｔｌｅＢｉｌｌ 福島県3 ０―２ ０―２

２―０ １　位宮城県

2 １―２
２―０

１―１ ２　位フットワーク

吉田　典雅

1
２―１ ２―０

宮城県

勝敗 順位Ｃ　ブロック 芦　智男 尾崎　建治 武田　孝宏

チーム名 大山　栄二 橋詰　高博

１２０才以上男子トリプルス（１２０Ｍ　Ｃ） 斎藤　篤儀 池　寛正 羽田　一則

２―０ ２―０

２―０ ０―２

０―２
０―２

木村　威夫

小寺　雅裕 中野　将孝 菊田　仁司

１　位3 ２―０

２　位

2 ０―２ ３　位

1 １―１

順位Ｂ　ブロック

チーム名

１２０才以上男子トリプルス（１２０Ｍ　Ｂ）

勝敗

森本　智忠 新井　淳二 尾形　勝崇

中嶋　敏明 江田　麻人

０―２ ３　位

2 ０―２チーム大田区 東京都

大阪府領道（リンダオ）3 棄権― 棄権―

１２０才以上男子トリプルス（１２０Ｍ　Ａ）

1
２―０

チーム名 青柳　壯彦 増田　朋之 任　　炯

Ａ　ブロック 棟居　秀行 江川　博康 許　　逸青

―棄権
１―１

順位

―棄権
２―０ １　位

２　位

中家　友彦 厚川　　勇 松田　　武

勝敗
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１２０才以上男子の部／順位決定トーナメント

中家　友彦 斎藤　篤儀 ＳＢＤ

青柳　壯彦 2 0 大山　栄二 水無月会

羽田　一則 0 2 2 厚川　　勇

吉田　典雅 0 増田　朋之

新井　淳二 2 2 0

中野　将孝

森本　智忠 松田　　武

小寺　雅裕 1 0 キ 任　　炯

池　寛正 2 尾形　勝崇 ＹＯＮＥＸ

橋詰　高博 菊田　仁司 せんたかクラブ

尾崎　建治

3

9

5

ミズノ（株）

フットワークＣ２位 5 Ｂ１位木村　威夫

江田　麻人

1

Ｂ２位中嶋　敏明 4

Ｂ３位 3ツイバド部

ＳＢＤ

2Ｃ３位武田　孝宏 7 Ａ２位江川　博康ＬｉｔｔｌｅＢｉｌｌ

2 4

棟居　秀行 芦　智男Ｃ１位6Ａ１位 1神福山クラブ

6 7

許　　逸青

8

8 Ａ３位

チーム大田区

領道（リン
ダオ）

ＹＯＮＥＸ
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１５０才以上男子の部／予選リーグ

氏名

酒井　薫 ゴーセン 東京都

酒井　直人 ゴーセン 大阪府

庄司　純 BEER’S 宮城県 1 2

千野　晃

末木　和弘

佐藤　宏之 3

高橋　輝彰

斎藤　　剛

藤澤　正幸

氏名

大竹　　誠

上野　　孝

宮島　和彦 1 2

越浦　太津敏 HIROSECLUB

小笠原　孝義 HIROSECLUB

小野寺　俊二 気仙沼 3

菅原　秋雄

小松　貴悦

大場　宣一

氏名

野村　秀樹 せんたかｸﾗﾌﾞ

桜場　光浩 せんたかｸﾗﾌﾞ

早坂　信幸 HIROSECLUB 1 3 5

安宅　　誠

南都　典忠

越前屋　聡 6 4

小倉　久和 ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟフジ 東京都

長澤　弘泰 ｱﾒｱｽﾎﾟー ﾂｼﾞｬﾊﾟﾝ 東京都

石井　正行 片岡スポーツ 長崎県 2

細川　高宏

鈴木　茂樹

志村　理智

秋田県千秋クラブ

宮城県

秋田県白神さんち

チーム名

１５０才以上男子トリプルス（１５０Ｍ　Ｃ）

Ｃ　ブロック

3

2

４　位4 ０―２ ０―２ ０―２ ０―３川崎クラブ 宮城県

桜場　光浩 南都　典忠 長澤　弘泰 鈴木　茂樹

野村　秀樹 安宅　　誠 小倉　久和 細川　高宏

3 １―２ ３　位０―２ ０―２
２―０

２―１ ２　位０―２
２―０ ２―０

1 ３―０ １　位
２―０ ２―０ ２―０

１　位２―０

勝敗 順位

２　位

３　位

１―１

早坂　信幸 越前屋　聡 石井　正行 志村　理智

０―２ １―２ ０―２

順位Ｂ　ブロック 上野　　孝 小笠原　孝義 小松　貴悦

１５０才以上男子トリプルス（１５０Ｍ　Ｂ）

宮島　和彦 小野寺　俊二チーム名

勝敗

2

越浦　太津敏 菅原　秋雄

２―１
０―２

ウイングクラブ 福島県

宮城県

1
２―０ ２―０

大竹　　誠

大場　宣一

２―０ １　位

2 ０―２甲斐路 山梨県

岩手県
都南
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝクラブ

3 ２―０ ２―０

１５０才以上男子トリプルス（１５０Ｍ　Ａ）

1
２―０

チーム名 庄司　純 佐藤　宏之 藤澤　正幸

酒井　薫 千野　晃

Ａ　ブロック 酒井　直人 末木　和弘

３　位

斎藤　　剛

０―２
０―２

順位

０―２
１―１ ２　位

高橋　輝彰

勝敗
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１５０才以上男子の部／順位決定トーナメント

高橋　輝彰 野村　秀樹 せんたかｸﾗﾌﾞ

藤澤　正幸 2 2 早坂　信幸 HIROSECLUB

小倉　久和 ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ ﾟフジ 0 2 2 1 酒井　薫 ゴーセン

石井　正行 片岡スポーツ 0 庄司　純 BEER’S

菅原　秋雄 2 2 0 千野　晃

大場　宣一 2 佐藤　宏之

越浦　太津敏 HIROSECLUB 0 細川　高宏

小野寺　俊二 気仙沼 0 0 0 0 志村　理智

安宅　　誠 2 2 大竹　　誠

越前屋　聡 宮島　和彦

5

4

小笠原　孝義 HIROSECLUB

10 Ｂ１位上野　　孝

6

9

南都　典忠

Ｂ２位

Ｃ２位

千秋クラブ

白神さんち

末木　和弘

5

2

Ｂ３位 3

4 Ｃ４位鈴木　茂樹

3

9

長澤　弘泰 ｱﾒｱｽﾎﾟｰﾂｼﾞｬﾊﾟﾝ 7 Ａ２位

1

87
8 Ａ３位小松　貴悦

桜場　光浩 せんたかｸﾗﾌﾞ

Ｃ３位 2 酒井　直人 ゴーセン

Ｃ１位斎藤　　剛 Ａ１位 1 6
都南
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝク
ラブ

甲斐路

ウイングクラブ

川崎クラブ
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１８０才以上男子の部／予選リーグ

氏名

新村　秋男 ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟ富山 富山県

近藤　朝範 石川クラブ 石川県

松田　新二郎 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟマツダ石川県 1 2

髙橋　正男

小野寺　武夫

鈴木　　悟 3

武田　藤一郎

横山　　正

高山　竹彦

氏名

菊地　　正 宮城県

佐藤　則夫 宮城県

遠藤　雅行 北海道 1 2

千種　友巳

湊　　純一

及川　陸記 3

稲村　　浩 群馬県

前田　憲宏 滋賀県

新井　春雄 千葉県

氏名

鈴木　正造 キャビン 埼玉県

後藤　誠 HIROSECLUB 宮城県

古橋　政紀 HIROSECLUB 宮城県 1 2

岸　　邦晴

田村　茂男

佐々木　淳 3

米山　勉

栂野尾　昌一

栂野尾　悦子

０―２

1
２―１ ２―１

名北クラブ 愛知県

東京都ＹＯＮＥＸ ３　位

2 １―２
２―０

１―１ ２　位

3 １―２ ０―２

チーム名 古橋　政紀 佐々木　淳 栂野尾　悦子

２―０ １　位

田村　茂男 栂野尾　昌一

２　位１―１

１８０才以上男子トリプルス（１８０Ｍ　Ｃ） 鈴木　正造 岸　　邦晴 米山　勉

勝敗 順位Ｃ　ブロック 後藤　誠

０―２ ３　位

２―１ ２―１ ２―０ １　位

２―１ １―２

2 １―２
１―２

秋田県

せんたかクラブ

千秋クラブ

１８０才以上男子トリプルス（１８０Ｍ　Ｂ） 菊地　　正

3

チーム名 遠藤　雅行

1

ＩＭＡ

Ｂ　ブロック 佐藤　則夫 勝敗 順位

及川　陸記 新井　春雄

湊　　純一 #REF!

千種　友巳 稲村　　浩

２―０ １　位

2 ２―０泉クラブ 宮城県

チーム藤山 山形県3 ２―０ ２―０

１８０才以上男子トリプルス（１８０Ｍ　Ａ）

1
０―２

チーム名 松田　新二郎 鈴木　　悟 高山　竹彦

Ａ　ブロック 近藤　朝範 小野寺　武夫 横山　　正

０―２
１―１

順位

０―２
０―２ ３　位

２　位

新村　秋男 髙橋　正男 武田　藤一郎

勝敗
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１８０才以上男子の部／順位決定トーナメント

武田　藤一郎 鈴木　正造 キャビン

高山　竹彦 2 2 古橋　政紀 HIROSECLUB

米山　勉 0 2 2 0 髙橋　正男

栂野尾　悦子 0 鈴木　　悟

千種　友巳 2 0 2

及川　陸記

菊地　　正 新村　秋男 ﾗｹｯﾄｼｮ ｯﾌﾟ富山

遠藤　雅行 2 1 0 2 松田　新二郎 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌ゚マツダ

岸　　邦晴 1 0 稲村　　浩

佐々木　淳 新井　春雄

HIROSECLUB

泉クラブ

石川クラブ

ＩＭＡ

栂野尾　昌一

横山　　正

Ｃ３位 2

チーム藤山

ＹＯＮＥＸ

2 4

6 7

Ａ１位 1

Ｂ３位 3湊　　純一

1

佐藤　則夫 Ｂ２位 4

千秋クラブ

せんたかクラブ

Ｃ２位 5田村　茂男 名北クラブ

3

6 Ｃ１位後藤　誠

小野寺　武夫Ａ２位7

Ａ３位近藤　朝範8

8

前田　憲宏Ｂ１位9

5
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一般女子の部／予選リーグ

氏名

森　かおり

赤尾　美代

橋本　麻衣子 1 2

清嶋　夏希

舟腰　磨結実

大森　奈菜 3

加藤　舞子 羽衣ｸﾗﾌﾞ

足坂　裕美子 羽衣ｸﾗﾌﾞ

渡部　真由美 プリュム

氏名

森野　真梨子

須賀　佳奈子

宮本　真希子 1 2

服部　麻衣

幡谷　若奈

阪口　智郁 3

齋藤　順子 アリエル

鈴木　美樹 チアフル

吉岡　美和 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

氏名

石橋　律子

奥村　亜紀代

島田　麻子 1 2

岡部　珠恵

齋藤　貴子

山本　梓帆 3

柏木　沙弥香

渡辺　光里

都田　亜由楓

2

3
ラケットショップ
　　ＦＵＴＡＢＡ

山形県

ＹＯＮＥＸ 宮城県

宮城県

チームPrince 東京都

一般女子トリプルス（ＷＴＲ　Ｂ）

1

3

チーム名

宮城県

Ｂ　ブロック

3

０―２ ３　位鳥取県 ０―２ ０―２

２―０ １　位

１―２
２―０

１―１ ２　位

２―１ ２―０

齋藤　貴子 渡辺　光里

チーム名 島田　麻子 山本　梓帆 都田　亜由楓

２　位１―１

一般女子トリプルス（ＷＴＲ　Ｃ） 石橋　律子 岡部　珠恵 柏木　沙弥香

勝敗 順位Ｃ　ブロック 奥村　亜紀代

２―０ １　位

０―２ ０―２ ０―２ ３　位

２―０

2 ２―０
２―０

LATOUR1

宮本　真希子 阪口　智郁

七十七銀行 宮城県

滋賀県
０―２

須賀　佳奈子 幡谷　若奈 鈴木　美樹

０―２ ３　位

０―２

服部　麻衣 齋藤　順子

勝敗 順位

森野　真梨子

吉岡　美和

０―２ ０―２

２―０ １　位

１―１ ２　位

勝敗 順位Ａ　ブロック 赤尾　美代 舟腰　磨結実 足坂　裕美子

チーム名 橋本　麻衣子 大森　奈菜 渡部　真由美

２―０

1
２―０ ２―０

2

ＹＯＮＥＸ 福岡県

鶴岡バドミントンOB会

一般女子トリプルス（ＷＴＲ　Ａ） 森　かおり 清嶋　夏希 加藤　舞子
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一般女子の部／予選リーグ

氏名

川田　依香 SENDAI UNIVｸﾗﾌﾞ 福島県

近藤　梢恵 SENDAI UNIVｸﾗﾌﾞ 宮城県

中道　澄夏 仙台大学 宮城県 1 2

羽迫　まや

石場　梨紗

甲斐　久瑠美 3

八島　里穂

矢内　優里

齊藤　真優子

氏名

野沢　安澄

田中　　繭

下島　　歩 1 3 5

加藤　小百合 ﾆｭｰﾄﾗﾙ

島津　利枝 ﾆｭｰﾄﾗﾙ

中澤　真知子 プリュム 6 4

神　ゆかり

杉山　利奈

伊藤　尚子 2

寺井　麻里絵

松井　梨沙

俵　真衣佳

氏名

栗城　則子

松本　千夏

阿蘇　愛美 1 3 5

今井　杏莉

音田　亜子

大森　舞 6 4

糠沢　毎子

石井　友理

村田　一美 2

伊深　顕絵

小椋　優美

齋藤　千愛

宮城県東北福祉大学

LATOUR 滋賀県

K&S 千葉県

あひる団 東京都

一般女子トリプルス（ＷＴＲ　Ｄ）

宮城県七十七銀行

1

東京都2

東北福祉大学 宮城県

宮城県

３　位

4 ２―０ ―棄権 ２―０ ３―０ １　位

０―２
１―２ＬｉｔｔｌｅＢｉｌｌ 福島県

―棄権

3 ０―２ ―棄権

1

2 七十七銀行 宮城県

１―２ ３　位

一般女子トリプルス（ＷＴＲ　Ｆ） 栗城　則子 今井　杏莉 糠沢　毎子 伊深　顕絵

4 ０―２ ２―０

０―２ ２―０

０―２
０―２ ０―２

２―０

阿蘇　愛美 大森　舞 村田　一美 齋藤　千愛

０―２

２―０ ０―２

杉山　利奈 松井　梨沙

野沢　安澄 加藤　小百合 神　ゆかり 寺井　麻里絵

０―３ ４　位棄権―
棄権― 棄権―

２―１ ２　位

Ｆ　ブロック 松本　千夏 勝敗 順位音田　亜子 石井　友理 小椋　優美

チーム名

３―０ １　位

2 ０―３ ４　位

3 ２―０ ２―０
２―０

3

1 ２―１ ２　位

チーム名 下島　　歩 中澤　真知子 伊藤　尚子

田中　　繭 島津　利枝

１　位

一般女子トリプルス（ＷＴＲ　Ｅ）

勝敗 順位Ｅ　ブロック

俵　真衣佳

２―０２―１ ２―０

０―２

２　位
２―０ １―２

１―１

３　位０―２

石場　梨紗 矢内　優里

チーム名 中道　澄夏 甲斐　久瑠美 齊藤　真優子

ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟ
　　フジ

０―２

八島　里穂

勝敗 順位Ｄ　ブロック 近藤　梢恵

川田　依香 羽迫　まや
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一般女子の部／順位決定トーナメント
森　かおり 石橋　律子

橋本　麻衣子 2 2 島田　麻子

寺井　麻里絵 0 0 加藤　小百合 ﾆｭｰﾄﾗﾙ

俵　真衣佳 0 1 中澤　真知子 プリュム

羽迫　まや 2 2 1 2 齋藤　順子 アリエル

甲斐　久瑠美 0 2 1 2 吉岡　美和 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

岡部　珠恵 清嶋　夏希

山本　梓帆 0 0 大森　奈菜

栗城　則子 2 2 伊深　顕絵

阿蘇　愛美 0 2 齋藤　千愛

神　ゆかり 野沢　安澄

伊藤　尚子 2 0 下島　　歩

森野　真梨子 0 2 川田　依香 SENDAI UNIVｸﾗﾌ゙

宮本　真希子 中道　澄夏 仙台大学

加藤　舞子 羽衣ｸﾗﾌﾞ 2 1 2 0 柏木　沙弥香

渡部　真由美 プリュム 0 2 2 都田　亜由楓

今井　杏莉 キ 1 糠沢　毎子

大森　舞 0 0 村田　一美

八島　里穂 2 2 服部　麻衣

齊藤　真優子 阪口　智郁

鶴岡バドミ
ントンOB会

チームPrince

5

1

6 10

3

9

石場　梨紗

松井　梨沙 LATOUR

ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟ
　　フジ

松本　千夏

齋藤　貴子 ＹＯＮＥＸ

K&S

須賀　佳奈子

杉山　利奈 七十七銀行

LATOUR

幡谷　若奈矢内　優里 東北福祉大学 七十七銀行

8 12

19 Ｆ３位石井　友理 ＬｉｔｔｌｅＢｉｌｌ

ラケット
ショップ
　　ＦＵＴＡＢ
Ａ

田中　　繭

17 Ｄ２位近藤　梢恵 SENDAI UNIVｸﾗﾌ゙

あひる団

東北福祉大学

Ｄ１位 10

奥村　亜紀代

島津　利枝 ﾆｭｰﾄﾗﾙ

鈴木　美樹 チアフル

舟腰　磨結実

7

2

足坂　裕美子

Ｆ４位 9音田　亜子

羽衣ｸﾗﾌﾞ

七十七銀行

4

Ｂ２位

Ａ３位 8 14

4

16

11

19

18 Ｃ３位

20 Ｂ１位

Ｂ３位

Ｅ２位

Ｃ１位

12

小椋　優美

渡辺　光里

7

17

Ａ２位Ｃ２位

6 16

11

Ｄ３位

18

14

Ｅ１位

赤尾　美代

Ｅ３位 2

Ａ１位 1ＹＯＮＥＸ

Ｅ４位

15 Ｆ１位Ｆ２位 5

133 15 13
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１２０才以上女子の部／予選リーグ

氏名

上田　彰子

吉永　圭井子

福井　奈美 1 2

藤井　真由美

佐藤　由香

多田　恵子 3

三ケ田久美子 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ 宮城県

安井　裕子 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ 宮城県

新井田　恵子 郡山ポピー 福島県

氏名

上滝　美羽子 C ye ll

寺島　やよい MY　MUMS

後藤　明子 HIROSECLUB 1 2

笹原　智江

東海林　直美

沼澤　宏子 3

鈴木　知子

平野　和代

鉾建　慶子

氏名

佐々木さくら

龍山　朋子

田中　かおる 1 2

亀井　郁江

佐々木　章子

尾崎　夏子 3

今野　あき子 ﾌｪﾆｯｸｽⅠ

相原　利美 ﾌｪﾆｯｸｽⅠ

手塚　生美 チアフル

氏名

丹野　美佐子

芳賀　桂子

溝口　美穂里 1 2

竹内　　緑 BWAY 京都府

乗富　美穂 BWAY 京都府

北浦　民恵 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ 宮城県 3

荒　豊子

安田　理恵子

今野　正美

山形県

宮城県

チーム名

１２０才以上女子トリプルス（１２０Ｗ　Ｄ）

3

チーム名

ﾃﾝｼｮﾝ２１

ラケットショップ
　　FUTABA

しらとり

０―２ ３　位はなもも 宮城県3 ０―２ ０―２

１―１ ２　位

2 ２―０
２―０

２―０ １　位

ハミタンズ 東京都1
０―２ ２―０

安田　理恵子

溝口　美穂里 北浦　民恵 今野　正美

３　位宮城県

丹野　美佐子 竹内　　緑 荒　豊子

勝敗 順位Ｄ　ブロック 芳賀　桂子 乗富　美穂

０―２ ０―２ ０―２

２―０ １　位

2 ０―２
２―０

１―１ ２　位鳥取県

WHIP1
２―０ ２―０

宮城県

順位Ｃ　ブロック 龍山　朋子 佐々木　章子 相原　利美
田中　かおる 尾崎　夏子 手塚　生美

１２０才以上女子トリプルス（１２０Ｗ　Ｃ） 佐々木さくら 亀井　郁江 今野　あき子

０―２

勝敗

３　位ZEAL 宮城県3 ０―２ ０―２

２―０
１―１ ２　位

２―０ ２―０
２―０ １　位

2 ０―２

東海林　直美 平野　和代

チーム名 後藤　明子 沼澤　宏子 鉾建　慶子

1

１―１ ２　位

１２０才以上女子トリプルス（１２０Ｗ　Ｂ） 上滝　美羽子 笹原　智江 鈴木　知子

勝敗 順位Ｂ　ブロック 寺島　やよい

3 ０―２ ２―１

１　位

2 ０―２
１―２

０―２ ３　位

体育堂
　ＷａｉＷａｉ

熊本県

宮城県

チーム名

勝敗

1
２―０ ２―０

２―０

Ａ　ブロック 吉永　圭井子 佐藤　由香

１２０才以上女子トリプルス（１２０Ｗ　Ａ） 上田　彰子 藤井　真由美 三ケ田久美子

順位

福井　奈美 多田　恵子 新井田　恵子

安井　裕子
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１２０才以上女子の部／予選リーグ

氏名
藤本　薫子

井上　孝枝
渡部　美春 1 2

高橋　実恵 WIZAED
佐伯　佳子 プリュム

市川　佑子 WIZAED 3
嶋倉　千草 Aone

稲葉　延江 Aone

松田　美香子 ﾆｭｰﾄﾗﾙ

氏名
依田　美香

佐藤　敏子
朽木　由香利 1 3 5

谷藤　さなえ
藤澤　美穂

藤澤　佳代子 6 4
高島　みどり ﾌﾛｰﾘｽﾄ

高橋　久子 ﾌﾛｰﾘｽﾄ

武林　朋子 ﾆｭｰﾄﾗﾙ 2
天沼　夕希子

伊藤　直美
影山　伊美

氏名

菊池　敦子
佐瀬　眞理

佐々木　敦紫 1 3 5
吉田　一世

岡　佐知子

高木　裕子 6 4
藤村　明子

田嶋　昌子
大谷　美穂 2

阿部　なる美
佐藤　美香

斎藤　るり子

宮城県

チーム名

チーム名

宮城県

ＶＩＰ 埼玉県

宮城県

岩手県
都南
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝクラブ

プリュム

ラケットショップ
　　ＦＵＴＡＢＡ

はなもも 宮城県

とちまる子 栃木県

島根県

MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ 宮城県

ラケットショップ
　　ＦＵＴＡＢＡ

チーム名

4 ２―０ ２―０ ２―０

3 ０―２

２　位

３　位

４　位０―２
０―２

０―３

1
２―０ ２―０

藤澤　美穂 高橋　久子

２―１

０―２

２―０宮城県

2 ０―２

3

１２０才以上女子トリプルス（１２０Ｗ　Ｆ） 依田　美香 谷藤　さなえ

０―２ １―２

２―０ ０―２

Ｆ　ブロック 佐藤　敏子

朽木　由香利 藤澤　佳代子 武林　朋子 影山　伊美

伊藤　直美

０―２

藤本　薫子 高橋　実恵 嶋倉　千草

井上　孝枝 佐伯　佳子 稲葉　延江

１―２ ０―２ ０―３ ４　位

3 ２―０ ２―０
２―０

３―０ １　位

4 ０―２

２　位

2 ０―２
０―２ ２―１

１―２ ３　位

1
０―２ ２―０

２―１

田嶋　昌子 佐藤　美香Ｇ　ブロック 佐瀬　眞理 岡　佐知子

２―０

１２０才以上女子トリプルス（１２０Ｗ　Ｇ） 菊池　敦子 吉田　一世 藤村　明子

３　位

勝敗 順位

順位

３―０ １　位

１―２

２―１

阿部　なる美

勝敗
斎藤　るり子佐々木　敦紫 高木　裕子 大谷　美穂

高島　みどり 天沼　夕希子

市川　佑子 松田　美香子

１　位

1 １―１ ２　位

2

０―２ ２―０

２―０

鳥取県

１２０才以上女子トリプルス（１２０Ｗ　Ｅ）
勝敗 順位Ｅ　ブロック

渡部　美春
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１２０才以上女子の部／順位決定トーナメント
上田　彰子 佐々木さくら

福井　奈美 2 2 田中　かおる

今野　あき子 ﾌｪﾆｯｸｽⅠ 0 0 嶋倉　千草 Aone

手塚　生美 チアフル 0 2 松田　美香子 ﾆｭｰﾄﾗﾙ

鈴木　知子 2 2 0 三ケ田久美子 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

鉾建　慶子 0 2 0 新井田　恵子 郡山ポピー

依田　美香 0 2 丹野　美佐子

朽木　由香利 0 0 溝口　美穂里

菊池　敦子 2 2 阿部　なる美

佐々木　敦紫 0 斎藤　るり子

2 天沼　夕希子

1 2 影山　伊美

高橋　実恵 WIZAED 藤村　明子

市川　佑子 WIZAED 2 2 大谷　美穂

吉田　一世 0 0 高島　みどり ﾌﾛｰﾘｽﾄ

高木　裕子 2 0 武林　朋子 ﾆｭｰﾄﾗﾙ

亀井　郁江 0 2 藤本　薫子

尾崎　夏子 0 0 2 0 渡部　美春

笹原　智江 2 2 藤井　真由美

沼澤　宏子 2 2 多田　恵子

谷藤　さなえ 0 0 荒　豊子

藤澤　佳代子 2 0 今野　正美

竹内　　緑 BWAY 0 2 上滝　美羽子 C ye ll

北浦　民恵 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ 後藤　明子 HIROSECLUB

安田　理恵子 はなもも

寺島　やよい MY　MUMS

井上　孝枝

ラケット
ショップ
　　ＦＵＴＡＢ
Ａ

佐藤　由香 ﾃﾝｼｮﾝ２１

田嶋　昌子 とちまる子

高橋　久子 ﾌﾛｰﾘｽﾄ

佐藤　美香 はなもも

伊藤　直美 ＶＩＰ

安井　裕子 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

芳賀　桂子 ハミタンズ

龍山　朋子 WHIP

稲葉　延江 Aone

乗富　美穂 BWAY

体育堂
　ＷａｉＷａｉ

ZEAL

プリュム

MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

ラケット
ショップ
　　ＦＵＴＡＢ
Ａ

ラケット
ショップ
　
FUTABA

しらとり

都南
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝク
ラブ

東海林　直美

藤澤　美穂

岡　佐知子

佐々木　章子

佐瀬　眞理

プリュム佐伯　佳子

平野　和代

佐藤　敏子

吉永　圭井子

ﾌｪﾆｯｸｽⅠ相原　利美

10

Ｄ１位

Ｅ１位

8

11

3

Ｆ３位

9

10

Ｇ２位

Ｃ２位

Ｂ２位

Ｇ１位

19

Ｇ４位

Ｅ２位

18

4

Ｇ３位

Ｆ２位

7

5

6

Ｃ１位12

2

23

22

21

17

11

Ｅ３位

16

15

17 Ｆ１位

22

13

7

6

14

20

Ｃ３位

12

1Ａ１位

1

2

8

Ｂ３位

18

3

9

20

19

16

15

5

13

4

Ｂ１位

21

Ａ２位

Ｄ２位

14

Ｄ３位

Ｆ４位

Ａ３位
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１５０才以上女子の部／予選リーグ

氏名

谷脇　洋子

池口　治美

九郎丸留美子 1 2

小野寺千枝子

菊田　和子

田口　淑恵 3

岡田　充子

中村　あゆみ

菊池　浜子

氏名

前野　ゆき子

岩瀬　麗子

福士　めい子 1 2

古澤　優子

高橋　ひろみ

木村　のり子 3

本田　アツ子 ﾌｪﾆｯｸｽⅠ

吉田　貞子 TATIMATICLUB

吉野　百合子 ﾌｪﾆｯｸｽⅠ

氏名

古賀　ひとみ

川谷　明子

岩下　美千代 1 2

浅野　敦子

浜田　香代子

松本　淳子 3

金井　恵子

野澤　美弥子

木博　敦子

宮城県

クリアレディース 福岡県

宮城県MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

Ｃ　ブロック

宮城県3

チーム名

宮城県

千葉県ｓｈｏｔ’０４

宇宙 (そら） 東京都

WHIP

０―２ ３　位3 ０―２ ０―２鴻巣ピュア 埼玉県

１　位

2 ０―２
２―０

１―１ ２　位

1
２―０

岩下　美千代 松本　淳子

２―０
２―０

木博　敦子

勝敗 順位

１―２

２―０

０―２ ３　位

川谷　明子

０―２

浜田　香代子 野澤　美弥子

１　位

2 ０―２ １―１ ２　位WHIP

1
２―０ ２―１

順位Ｂ　ブロック 岩瀬　麗子 高橋　ひろみ 吉田　貞子

１５０才以上女子トリプルス（１５０Ｗ　Ｂ）

２―０

古澤　優子 本田　アツ子

勝敗

３　位

3 ０―２ ２―０ １―１ ２　位

2 ０―２

1
２―０ ２―０

ひよこ 福岡県

中村　あゆみ

チーム名 九郎丸留美子 田口　淑恵 菊池　浜子

０―２

１５０才以上女子トリプルス（１５０Ｗ　Ａ） 谷脇　洋子 小野寺千枝子 岡田　充子

０―２

Ａ　ブロック 池口　治美 菊田　和子 勝敗 順位

２―０ １　位

前野　ゆき子

チーム名 福士　めい子 木村　のり子 吉野　百合子

１５０才以上女子トリプルス（１５０Ｗ　Ｃ） 古賀　ひとみ 浅野　敦子 金井　恵子
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１５０才以上女子の部／予選リーグ

氏名

田村　早苗

霜　　恭子

鈴木　たまみ 1 2

阿部　安子

岩田　圭子

川越　京子 3

荻原　よしえ

伊藤　冨美惠

佐藤　栄美子

氏名

涌井　江以子

鈴木　芳江

飯田　一美 1 2

梅田　真澄

宮瀬　聡美

仁田原智都子 3

作間　礼子

今野　秀子

文屋　和枝

氏名

千葉　幸子

遠田　昌子

沼田　知子 1 2

西村　はる恵

町田　信代

若狭　恵理子 3

工藤　秋子

小板橋　雅子

八巻　由貴子

東京都宇宙 (そら）

博多っ子純情

TATIMATICLUB 宮城県

宮城県ZEAL

羽衣ｸﾗﾌﾞ 宮城県

チーム名

０―２ ３　位

2

3 ０―２ ０―２

２―０

２　位

沼田　知子 若狭　恵理子

０―２
２―０

１―１

順位

１　位1
２―０ ２―０

3

遠田　昌子 町田　信代 小板橋　雅子

２―０

１５０才以上女子トリプルス（１５０Ｗ　Ｆ）

Ｆ　ブロック

千葉　幸子 西村　はる恵 工藤　秋子

勝敗

八巻　由貴子

２―０ １　位

０―２ １―１ ２　位

2 ２―０
２―０

福岡県

1
０―２ ０―２

とちまる子 栃木県 ３　位

宮瀬　聡美 今野　秀子

チーム名 飯田　一美 仁田原智都子 文屋　和枝

０―２

勝敗 順位Ｅ　ブロック 鈴木　芳江

１５０才以上女子トリプルス（１５０Ｗ　Ｅ） 涌井　江以子 梅田　真澄 作間　礼子

１―１

2

3 ２　位

０―２東京都マ－ガレット

羽衣ｸﾗﾌﾞ 宮城県 ０―２ ２―０

２―０ １　位

０―２ ３　位

1
２―０ ２―０

春日井 愛知県

０―２

阿部　安子 荻原　よしえ

岩田　圭子 伊藤　冨美惠

川越　京子 佐藤　栄美子

勝敗 順位Ｄ　ブロック 霜　　恭子

１５０才以上女子トリプルス（１５０Ｗ　Ｄ） 田村　早苗

チーム名 鈴木　たまみ
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１５０才以上女子の部／予選リーグ

氏名

佐藤　美代子 ヴィ－ナス 山形県

板垣　尚美 ヴィ－ナス 山形県

武田　弘美 ヴィ－ナス 秋田県 1 2

青木　幸子

成沢　　泉

武舎　康子 3

石垣　節子 Aone

高橋　純子 ﾌｪﾆｯｸｽⅠ

安藤千賀子 ﾌｪﾆｯｸｽⅠ

氏名

千葉　節子

千葉　恵美子

八木　玲子 1 2

佐藤　明美

工藤　ちよ子

遠藤　美代子 3

樗木　真智子

小林　晶子

早川　尋美

氏名

梯　　栄子

青柳　貴美子

西村　智旭 1 2

吉野　緑

大泉　さなえ

長屋　律子 3

阪口　育子

牛水　正子

寺田　敬子

チーム名

１５０才以上女子トリプルス（１５０Ｗ　Ｇ）

宮城県

山形県しらとり2

1

羽衣ｸﾗﾌﾞ

０―２ ３　位滋賀県3 ０―２ １―２LATOUR

１　位

2 ０―２
２―１

１―１ ２　位ｸﾚﾖﾝﾊﾟﾄﾗ 宮城県

1
２―０

２―０
２―０

鴻巣ピュア 埼玉県

２―０

順位Ｉ　ブロック 青柳　貴美子 大泉　さなえ 牛水　正子

チーム名 西村　智旭

１５０才以上女子トリプルス（１５０Ｗ　Ｉ） 阪口　育子

勝敗

寺田　敬子

梯　　栄子 吉野　緑

長屋　律子

２―０宇宙 (そら） 東京都

２―０

０―２

千葉　恵美子

1

Ｈ　ブロック

１　位

０―２ １―１ ２　位

２―０

3

３　位

工藤　ちよ子 小林　晶子

チーム名 八木　玲子 遠藤　美代子 早川　尋美

０―２
０―２

０―２

１５０才以上女子トリプルス（１５０Ｗ　Ｈ） 千葉　節子 佐藤　明美 樗木　真智子

宮城県

ＭＩＵ 長野県

２―０ １　位

3 ０―２ ２―０ １―１

2 ０―２

２―０ ２―０

成沢　　泉 高橋　純子

武田　弘美 武舎　康子 安藤千賀子

佐藤　美代子 青木　幸子 石垣　節子

勝敗 順位Ｇ　ブロック 板垣　尚美

０―２ ３　位

２　位

勝敗 順位
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１５０才以上女子の部／予選リーグ

氏名

豊原　俊美

高橋　靖子

大塚　千賀子 1 2

小峰　睦美

松平　和子

大谷　恵美子 3

芋田　尚美

木皿　裕美

横山　美子

氏名

佐藤　忍 MY MUMS

佐藤　由美子 ﾆｭｰﾄﾗﾙ

小原　真澄 MY MUMS 1 3 5

須藤　真弓

清野　美重子

大場　美香子 6 4

山田　幸子

森　　智子

霧生　教子 2

葛巻　茂子 ひめかみ 岩手県

小野寺　正子 気仙沼 宮城県

大志田　道 ひめかみ 岩手県

氏名

佐藤　利子

国府田　春美

上田　佳代子 1 3 5

岩渕　みどり 高砂ｸﾗﾌﾞ

舘沢　育美 MY MUMS

石川　裕子 MY MUMS 6 4

長島　真紀子

酒井　里子

萩原　豊子 2

鳴海　みゆき ﾃﾝｼｮﾝ２１

杉野　多恵子 ﾃﾝｼｮﾝ２１

阿部　智子 ｸﾚﾖﾝﾊﾟﾄﾗ

宮城県

やよい 東京都

宮城県

鴻巣ピュア 埼玉県

とちまる子 栃木県

１５０才以上女子トリプルス（１５０Ｗ　Ｋ）

3 宮城県

宮城県

山形県クイーンクラブ

チーム名

Ｋ　ブロック

３　位

4 ０―２ ０―２ ０―２ ０―３ ４　位

3 ０―２

０―２
２―０ ２―０

０―２
２―０

１―２

２―１ ２　位

1
２―０ ２―０ ２―０

３―０ １　位

2

杉野　多恵子

チーム名 上田　佳代子 石川　裕子 萩原　豊子 阿部　智子

Ｌ　ブロック 国府田　春美 舘沢　育美 酒井　里子

３　位

4 ０―２ ２―０ ２―１ ２―１ ２　位

3 ０―２

０―２
１―２ ０―２

２―１
１―２

１―２

０―３ ４　位

1
２―０ ２―０ ２―０

３―０ １　位

2

小原　真澄 大場　美香子 霧生　教子

佐藤　由美子 清野　美重子 森　　智子 小野寺　正子

１　位ZEAL

佐藤　忍 須藤　真弓 山田　幸子 葛巻　茂子

勝敗

大志田　道

順位

２―０ ２―０ ２―０

２　位

2 ０―２
０―２

０―２ ３　位

どようくらぶ

とちまる子 栃木県

1
２―０ ０―２

神奈川県

チーム名 大塚　千賀子 大谷　恵美子 横山　美子

Ｊ　ブロック 高橋　靖子 松平　和子 木皿　裕美

１５０才以上女子トリプルス（１５０Ｗ　Ｊ） 豊原　俊美 小峰　睦美 芋田　尚美

勝敗 順位

勝敗 順位

１―１

鳴海　みゆき１５０才以上女子トリプルス（１５０Ｗ　Ｌ） 佐藤　利子 岩渕　みどり 長島　真紀子
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１５０才以上女子の部／順位決定トーナメント

谷脇　洋子 古賀　ひとみ

九郎丸留美子 2 2 岩下　美千代

山田　幸子 0 0 阪口　育子

霧生　教子 0 1 寺田　敬子

工藤　秋子 2 2 2 2 千葉　節子

八巻　由貴子 0 0 八木　玲子

石垣　節子 Aone 作間　礼子

安藤千賀子 ﾌｪﾆｯｸｽⅠ 1 1 文屋　和枝

豊原　俊美 2 2 2 2 岩渕　みどり 高砂ｸﾗﾌﾞ

大塚　千賀子 0 1 1 0 石川　裕子 MY MUMS

梯　　栄子 佐藤　忍 MY MUMS

西村　智旭 2 2 小原　真澄 MY MUMS

古澤　優子 0 0 荻原　よしえ

木村　のり子 2 佐藤　栄美子

金井　恵子 0 2 小野寺千枝子

木博　敦子 0 0 0 田口　淑恵

佐藤　明美 2 2 鳴海　みゆき ﾃﾝｼｮﾝ２１

遠藤　美代子 2 0 0 阿部　智子 ｸﾚﾖﾝﾊﾟﾄﾗ

梅田　真澄 2 千葉　幸子

仁田原智都子 2 沼田　知子

須藤　真弓 0 佐藤　美代子

大場　美香子 2 2 武田　弘美

本田　アツ子 ﾌｪﾆｯｸｽⅠ 0 0 0 阿部　安子

吉野　百合子 ﾌｪﾆｯｸｽⅠ 2 2 川越　京子

浅野　敦子 0 岡田　充子

松本　淳子 0 2 菊池　浜子

佐藤　利子 2 1 芋田　尚美

上田　佳代子 0 2 2 2 横山　美子

葛巻　茂子 ひめかみ 2 0 吉野　緑

大志田　道 ひめかみ 0 2 長屋　律子

西村　はる恵 2 0 樗木　真智子

若狭　恵理子 早川　尋美

青木　幸子 0 1 涌井　江以子

武舎　康子 0 2 2 2 飯田　一美

小峰　睦美 2 0 長島　真紀子

大谷　恵美子 0 2 萩原　豊子

田村　早苗 2 1 前野　ゆき子

鈴木　たまみ 福士　めい子

牛水　正子

川谷　明子

LATOUR

クリアレディース

今野　秀子

千葉　恵美子

ZEAL

羽衣ｸﾗﾌﾞ

ﾆｭｰﾄﾗﾙ佐藤　由美子

舘沢　育美 MY MUMS

菊田　和子

伊藤　冨美惠

WHIP

羽衣ｸﾗﾌﾞ

遠田　昌子

杉野　多恵子 ﾃﾝｼｮﾝ２１

羽衣ｸﾗﾌﾞ

岩田　圭子

板垣　尚美

マ－ガレット

ヴィ－ナス

木皿　裕美

中村　あゆみ

ZEAL

ｓｈｏｔ’０４

小林　晶子

大泉　さなえ

宇宙 (そら）

ｸﾚﾖﾝﾊﾟﾄﾗ

酒井　里子

鈴木　芳江

鴻巣ピュア

とちまる子

霜　　恭子 岩瀬　麗子春日井 宇宙 (そら）

成沢　　泉

松平　和子

ＭＩＵ

とちまる子

小野寺　正子 気仙沼

町田　信代 宇宙 (そら）

浜田　香代子

国府田　春美

MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

やよい

清野　美重子

TATIMA TICLUB吉田　貞子

クイーンクラブ

工藤　ちよ子

宮瀬　聡美

しらとり

博多っ子純情

青柳　貴美子

高橋　ひろみ

野澤　美弥子

鴻巣ピュア

WHIP

鴻巣ピュア

小板橋　雅子

高橋　純子

高橋　靖子

TATIMA TICLUB

どようくらぶ

池口　治美

森　　智子

ひよこ

とちまる子

3

15

Ｃ１位

33

27

4

23

23

Ｅ２位

Ｉ３位

Ａ１位 1 20

7

2

1

21

29

11

Ｇ２位 4

8

Ｊ２位 5 31

17

10 5

26

Ｋ１位

Ｊ３位

8 28 27

Ｂ２位

37

Ａ３位

32

Ｉ１位 6 25

18

7

36

24

28

35

9

ﾌｪﾆｯｸｽⅠ

Ｅ１位 10

Ｈ１位

Ｃ３位

Ｄ２位

Ｋ３位

Ｌ４位

Ｈ３位Ｆ３位

16

22

24 Ｌ２位

9

Ｆ１位

Ｃ２位 13

Ｄ３位

2

12

30 Ｇ１位

25

Ａ２位

12 20

Ｋ４位

Ｊ１位

31

29

19

32

11

Ｂ３位

34

Ｆ２位 16 35

13

Ｈ２位

Ｉ２位

21

34

Ｌ１位 14 33

Ｅ３位

6

Ｋ２位 15

3

18

17 30 3626Ｇ３位

Ｂ１位

14 22

Ｄ１位 19 38

Ｌ３位37
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１８０才以上女子の部／予選リーグ

氏名

乃美　喜代子

酒巻　美代子

市岡　真知子 1 2

山田　久代

斎藤　つい子

菅原　美恵子 3

石井　美穂

黒田　幸子

大川　壽美

氏名

二階堂　彰子

古橋　清子

金上　洋子 1 2

新関　保子

小沢　町子

村上　きよ子 3

大内　恵子

阿部　和子

佐藤　初美

氏名

三好　和子

前原　久美子

百田　悦子 1 2

加藤　つもり 紅花ｽﾎﾟｰﾂ愛好会 山形県

齋藤　啓子 紅花ｽﾎﾟｰﾂ愛好会 山形県

荒木　房子 新潟教職員連盟 新潟県 3

安斎　裕子 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

佐瀬　由美子 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

佐藤　すみ子 けやきｸﾗﾌﾞ

MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ 宮城県

０―２

3 ２―０宮城県 ２―０

2 ２―１

０―２ ３　位1
１―２ ０―２昔の

ヤングチーム
福岡県

１―１ ２　位

２―０ １　位

順位

０―２ ２―０

齋藤　啓子 佐瀬　由美子

安斎　裕子

１―１ ２　位

チーム名 百田　悦子

勝敗

荒木　房子 佐藤　すみ子

Ｃ　ブロック 前原　久美子

１８０才以上女子トリプルス（１８０Ｗ　Ｃ） 三好　和子 加藤　つもり

１　位

2 ０―２
０―２

０―２ ３　位

２―０
２―０

霞城の友
スポーツ愛好会

3

チーム名 金上　洋子 村上　きよ子

ばどる 宮城県1
２―０

山形県

二階堂　彰子

Ｂ　ブロック 古橋　清子 小沢　町子

１８０才以上女子トリプルス（１８０Ｗ　Ｂ） 新関　保子

佐藤　初美

０―２ ３　位

順位阿部　和子

大内　恵子

勝敗

チーム名

3

2 １―２宮城県MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

１―２

市岡　真知子

０―２

宝塚 兵庫県

セキレイクラブ 東京都

１８０才以上女子トリプルス（１８０Ｗ　Ａ）

勝敗

1
２―１ ２―１

乃美　喜代子 山田　久代

Ａ　ブロック 酒巻　美代子

菅原　美恵子 大川　壽美

石井　美穂

斎藤　つい子

２―０
１―１

順位

２―０ １　位

２　位

黒田　幸子

ー27－



１８０才以上女子の部／予選リーグ

氏名

佐藤　順子 ＺＥＥＬ 宮城県

髙橋　京子 ＺＥＥＬ

吉田　聖羽子 PHOENIXいずみ 1 2

齋藤　孝子

伊藤みち子

井場つや子 3

山﨑　あや子

山口とし子

北川　妙子

氏名

米口　順子

宮崎　美江子

田倉　テイ子 1 2

千葉　厚子

浅野　つや子

木津　純子 3

阿部　順子

須藤　澄子

村田　孝子

氏名

真鍋　絹子

佐藤　智美

島田　真知子 1 3 5

阿部　智恵

赤木　千佳子

阿部　良子 6 4

佐藤　典子

大友　真理子

永岡　秀子 2

三上　正子 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

一井　紀美子 PHOENIXいずみ

後藤　照子 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

2

3

１８０才以上女子トリプルス（１８０Ｗ　Ｄ）

宮城県

ミッキー 山形県

ｓｈｏｔ’０４ 千葉県

東京都四谷会

１８０才以上女子トリプルス（１８０Ｗ　Ｆ）

3 ０―２米沢アイリス 山形県

チーム名

Ｆ　ブロック

2

2

１―２ ３　位

4 ０―２ ０―２ ０―２ ０―３ ４　位

２―０
１―２

1
２―０ ２―０

２―１０―２
２―１

２　位

２―０
３―０ １　位

２―０

島田　真知子

真鍋　絹子 阿部　智恵

阿部　良子

佐藤　智美 赤木　千佳子

３　位

順位一井　紀美子

永岡　秀子

勝敗

後藤　照子

大友　真理子

佐藤　典子 三上　正子

０―２

０―２
２―０

3 ０―２ ０―２

ﾌｪﾆｯｸｽⅠ 宮城県 １―１ ２　位

1
２―０ ２―０

やよい 東京都 ２―０ １　位

１８０才以上女子トリプルス（１８０Ｗ　Ｅ） 米口　順子 千葉　厚子 阿部　順子

Ｅ　ブロック 宮崎　美江子

チーム名 田倉　テイ子

勝敗 順位浅野　つや子 須藤　澄子

木津　純子 村田　孝子

埼玉県上尾クラブ １―２ ２―０

１　位

０―２ ３　位

２　位

０―２

１―１

1
２―０ ２―１

２―０

０―２シャトルクラブ 山形県

佐藤　順子 齋藤　孝子 山﨑　あや子

伊藤みち子 山口とし子

チーム名 吉田　聖羽子

Ｄ　ブロック 髙橋　京子

井場つや子 北川　妙子

勝敗 順位

ー28－



１８０才以上女子の部／順位決定トーナメント
乃美　喜代子 安斎　裕子 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

市岡　真知子 2 2 佐藤　すみ子けやきｸﾗﾌﾞ

阿部　順子 1 1 新関　保子

村田　孝子 2 0 村上　きよ子

三好　和子 1 2 0 2 石井　美穂

百田　悦子 0 0 2 大川　壽美

大内　恵子 山﨑　あや子

佐藤　初美 0 1 北川　妙子

阿部　智恵 2 2 真鍋　絹子

阿部　良子 島田　真知子

米口　順子 千葉　厚子

田倉　テイ子 2 2 木津　純子

加藤　つもり 紅花ｽﾎﾟｰﾂ愛好会 0 0 山田　久代

荒木　房子 新潟教職員連盟 菅原　美恵子

2 2 2 0 齋藤　孝子

0 2 0 井場つや子

佐藤　典子 2 三上　正子 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

永岡　秀子 0 0 後藤　照子 MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

佐藤　順子 ＺＥＥＬ 2 2 二階堂　彰子

吉田　聖羽子 PHOENIXいずみ 金上　洋子

MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ佐瀬　由美子宝塚

ミッキー
霞城の友
スポーツ愛
好会

黒田　幸子

小沢　町子

セキレイクラブ

佐藤　智美

山口とし子

ﾌｪﾆｯｸｽⅠ

ｓｈｏｔ’０４

上尾クラブ

PHOENIXいずみ

伊藤みち子

斎藤　つい子

シャトルクラブ

MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

髙橋　京子 ＺＥＥＬ 古橋　清子 ばどる

齋藤　啓子 紅花ｽﾎﾟｰﾂ愛好会

大友　真理子 米沢アイリス

赤木　千佳子

宮崎　美江子

四谷会

やよい

前原　久美子

阿部　和子

昔の
ヤングチー
ム

MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ

酒巻　美代子

須藤　澄子

11

12

18

6 10

9

Ｆ３位 Ｆ４位

Ｅ３位

Ａ３位

Ｂ２位

Ｂ３位

Ｃ２位

Ｃ３位

Ｄ２位

7 16

Ｆ２位

8

13 15 17

3

18

7

4 13

5 9

5 14

16 17

6 15

2 11

2

3 14 12

1

4 8

19

Ａ１位

Ｂ１位

Ｃ１位

Ｄ１位

Ｅ１位

Ｆ１位

1 10

Ｅ２位

Ａ２位

Ｄ３位

一井　紀美子

浅野　つや子
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜一般男子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　MTR-A 1 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-A 2 日付　2013/02/23
副島　浩史 佐藤　吉紀 副島　浩史 芦名　善昭
 (福岡・スリーエス) 21-18  (山形・カナリヤ)  (福岡・スリーエス) 21-11  (宮城・岩沼クラブ)

武田信一郎 2 21-16 0 渡辺真一郎 武田信一郎 2 21-16 0 八島　武士
 (福岡・スリーエス)  (山形・カナリヤ)  (福岡・スリーエス)  (宮城・岩沼クラブ)

中村　寿史 石塚　大介 中村　寿史 笠松　貴司
 (福岡・スリーエス)  (山形・カナリヤ)  (福岡・スリーエス)  (宮城・岩沼クラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-A 3 日付　2013/02/23
芦名　善昭 佐藤　吉紀
 (宮城・岩沼クラブ) 21-11  (山形・カナリヤ)

八島　武士 2 21-14 0 渡辺真一郎
 (宮城・岩沼クラブ)  (山形・カナリヤ)

笠松　貴司 石塚　大介
 (宮城・岩沼クラブ)  (山形・カナリヤ)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-B 1 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-B 2 日付　2013/02/23
松本　源喜 原田　　学 松本　源喜 三上　裕士
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 21-16  (宮城・SUPER　NOVA)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌF゚UTABA) 21-18  (福島・東日本国際大学)

末吉　健志 2 21-13 0 住家　祐介 末吉　健志 2 21-13 0 森　滉一郎
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (宮城・宮城野クラブ)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌF゚UTABA)  (福島・東日本国際大学)

林谷　理貴 佐藤　祥平 林谷　理貴 大森　太一
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (宮城・宮城野クラブ)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌF゚UTABA)  (福島・東日本国際大学)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-B 3 日付　2013/02/23
三上　裕士 原田　　学
 (福島・東日本国際大学) 21-14  (宮城・SUPER　NOVA)

森　滉一郎 2 21- 9 0 住家　祐介
 (福島・東日本国際大学)  (宮城・宮城野クラブ)

大森　太一 佐藤　祥平
 (福島・東日本国際大学)  (宮城・宮城野クラブ)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-C 1 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-C 2 日付　2013/02/23
藤本ホセマリ 藪内　一貴 藤本ホセマリ 吉永正太郎
 (東京・チームPrince) 21- 9  (宮城・仙台市役所)  (東京・チームPrince) 21-10  (熊本・岱明ＳＢＣ)

古井　博高 2 21- 7 0 小林　大介 古井　博高 2 21-19 0 谷本　雄三
 (東京・くまもんPrince)  (宮城・仙台市役所)  (東京・くまもんPrince)  (熊本・岱明ＳＢＣ)

菊地　裕太 西　　幸治 菊地　裕太 東　　幸太
 (福島・東日本国際大学)  (宮城・仙台市役所)  (福島・東日本国際大学)  (熊本・岱明ＳＢＣ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-C 3 日付　2013/02/23
吉永正太郎 藪内　一貴
 (熊本・岱明ＳＢＣ) 21-19  (宮城・仙台市役所)

谷本　雄三 2 21-12 0 小林　大介
 (熊本・岱明ＳＢＣ)  (宮城・仙台市役所)

東　　幸太 西　　幸治
 (熊本・岱明ＳＢＣ)  (宮城・仙台市役所)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-D 1 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-D 2 日付　2013/02/23
竹田　将一 鈴木　　聡 山口　英一 竹田　将一
 (宮城・宮城野クラブ) 21-19  (山形・カナリヤ)  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾌ゚ｼ ﾞ) 23-21  (宮城・宮城野クラブ)

今野　友之 2 21-13 0 林　　真成 中原　健一 2 19-21 1 今野　友之
 (宮城・エネオス)  (山形・カナリヤ)  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾌ゚ｼ ﾞ) 21- 6  (宮城・エネオス)

佐藤　　充 遠藤　有人 松田　靖貴 佐藤　　充
 (宮城・HIROSECLUB)  (山形・カナリヤ)  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾌ゚ｼ ﾞ)  (宮城・HIROSECLUB)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜一般男子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　MTR-D 3 日付　2013/02/23
山口　英一 鈴木　　聡
 (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ) 22-20  (山形・カナリヤ)

中原　健一 2 21-18 0 林　　真成
 (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (山形・カナリヤ)

松田　靖貴 遠藤　有人
 (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (山形・カナリヤ)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-E 1 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-E 2 日付　2013/02/23
橋本　和哉 西村　昭彦 伊深　裕晃 西村　昭彦
 (福島・LittleBill) 21-16  (東京・adidas badminton club)  (宮城・ＢＥＥＲ’Ｓ) 21-13  (東京・adidas badminton club)

田島　聖也 2 21-13 0 町田　　響 芳賀　順一 2 21- 5 0 町田　　響
 (福島・LittleBill)  (東京・adidas badminton club)  (宮城・ＢＥＥＲ’Ｓ)  (東京・adidas badminton club)

大越　　武 増田　基世 鈴木　俊介 増田　基世
 (福島・LittleBill)  (東京・adidas badminton club)  (宮城・HIROSECLUB)  (東京・adidas badminton club)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-E 3 日付　2013/02/23
伊深　裕晃 橋本　和哉
 (宮城・ＢＥＥＲ’Ｓ) 21-11  (福島・LittleBill)

芳賀　順一 2  8-21 1 田島　聖也
 (宮城・ＢＥＥＲ’Ｓ) 21-11  (福島・LittleBill)

鈴木　俊介 大越　　武
 (宮城・HIROSECLUB)  (福島・LittleBill)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-F 1 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-F 2 日付　2013/02/23
野田　正明 川岸　達也 後藤　俊博 川岸　達也
 (宮城・YONEX) 21-13  (東京・日本無線)  (山形・自衛隊) 21-12  (東京・日本無線)

遠藤　裕樹 2 21-17 0 新井　翔太 中野　優也 2 21-11 0 新井　翔太
 (宮城・YONEX)  (東京・日本無線)  (山形・自衛隊)  (東京・日本無線)

相原賢志朗 小林　恭介 小園　継広 小林　恭介
 (宮城・YONEX)  (東京・日本無線)  (山形・自衛隊)  (東京・日本無線)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-F 3 日付　2013/02/23
野田　正明 後藤　俊博
 (宮城・YONEX) 15-21  (山形・自衛隊)

遠藤　裕樹 2 21-14 1 中野　優也
 (宮城・YONEX) 21-19  (山形・自衛隊)

相原賢志朗 小園　継広
 (宮城・YONEX)  (山形・自衛隊)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-G 1 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-G 2 日付　2013/02/23
松本　　晃 高橋伸太郎 渡部　訓生 松本　　晃
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 21-18  (宮城・SUPER　NOVA)  (福島・福島県教職員) 21-10  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

杉川　友和 2 19-21 1 遠藤　彰吾 竹俣　洋平 2 21-14 0 杉川　友和
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 21-12  (宮城・東北学院大学)  (福島・福島県教職員)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

稲迫　勇司 平山　卓男 二瓶　　良 稲迫　勇司
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (宮城・SUPER　NOVA)  (福島・福島県教職員)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-G 3 日付　2013/02/23
渡部　訓生 高橋伸太郎
 (福島・福島県教職員) 21-11  (宮城・SUPER　NOVA)

竹俣　洋平 2 21-14 0 遠藤　彰吾
 (福島・福島県教職員)  (宮城・東北学院大学)

二瓶　　良 平山　卓男
 (福島・福島県教職員)  (宮城・SUPER　NOVA)

開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜一般男子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　MTR-H 1 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-H 2 日付　2013/02/23
亀ヶ森　有 永井　宏樹 永井　宏樹 菅野　政彦
 (新潟・VERTEX・新潟) 21-14  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌF゚UTABA) 21-19  (宮城・岩沼クラブ)

本田　尚人 2 21-13 0 森本　貴裕 森本　貴裕 2 17-21 1 佐藤　晃一
 (新潟・VERTEX・新潟)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌF゚UTABA) 21-15  (宮城・岩沼クラブ)

毛利　正和 今野　裕基 今野　裕基 佐久間紀良
 (新潟・VERTEX・新潟)  (宮城・泉クラブ)  (宮城・泉クラブ)  (宮城・東北学院大学)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-H 3 日付　2013/02/23
亀ヶ森　有 菅野　政彦
 (新潟・VERTEX・新潟) 21-16  (宮城・岩沼クラブ)

本田　尚人 2 21-10 0 佐藤　晃一
 (新潟・VERTEX・新潟)  (宮城・岩沼クラブ)

毛利　正和 佐久間紀良
 (新潟・VERTEX・新潟)  (宮城・東北学院大学)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-I 1 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-I 2 日付　2013/02/23
辻井　　直 三浦　貴大 三浦　貴大 塩満　健太
 (京都・ＢＷＡＹ) 15-21  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝOB会)  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝOB会) 21-15  (宮城・仙台大学)

斎藤　聡史 2 22-20 1 今野　隆史 今野　隆史 2 21-12 0 阿部慎太郎
 (京都・ＢＷＡＹ) 21-11  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝOB会)  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝOB会)  (宮城・宮工クラブ)

三矢　智博 杉山　慶太 杉山　慶太 栂野尾昌志
 (京都・ＢＷＡＹ)  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝOB会)  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝOB会)  (東京・YONEX)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-I 3 日付　2013/02/23
辻井　　直 塩満　健太
 (京都・ＢＷＡＹ) 21-15  (宮城・仙台大学)

斎藤　聡史 2 21-14 0 阿部慎太郎
 (京都・ＢＷＡＹ)  (宮城・宮工クラブ)

三矢　智博 栂野尾昌志
 (京都・ＢＷＡＹ)  (東京・YONEX)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-J 1 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-J 2 日付　2013/02/23
斎藤　悠輔 粕加屋篤志 大野　　航 吉田　和希
 (東京・AHI RUDAN　INTERNATIONAL) 21-18  (秋田・海人秋田会)  (徳島・ﾌｯﾄﾜｰｸ) 15-21  (宮城・宮城工業高)

浅野　記生 2 21- 7 0 安杖　大輝 松田　壮平 2 21-16 1 菅井　　隼
 (東京・AHI RUDAN　INTERNATIONAL)  (秋田・海人秋田会)  (高知・ﾌｯﾄﾜｰｸ) 21-19  (宮城・仙台工業高)

大河原正晴 菅原　直希 西本　卓也 濱田　敬太
 (東京・AHI RUDAN　INTERNATIONAL)  (秋田・海人秋田会)  (宮城・ﾌｯﾄﾜｰｸ)  (宮城・聖和学園高)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-J 3 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-J 4 日付　2013/02/23
吉田　和希 粕加屋篤志 斎藤　悠輔 大野　　航
 (宮城・宮城工業高) 18-21  (秋田・海人秋田会)  (東京・AHI RUDAN　INTERNATIONAL) 21-18  (徳島・ﾌｯﾄﾜｰｸ)

菅井　　隼 2 21-17 1 安杖　大輝 浅野　記生 2 21-18 0 松田　壮平
 (宮城・仙台工業高) 21-13  (秋田・海人秋田会)  (東京・AHI RUDAN　INTERNATIONAL)  (高知・ﾌｯﾄﾜｰｸ)

濱田　敬太 菅原　直希 大河原正晴 西本　卓也
 (宮城・聖和学園高)  (秋田・海人秋田会)  (東京・AHI RUDAN　INTERNATIONAL)  (宮城・ﾌｯﾄﾜｰｸ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-J 5 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-J 6 日付　2013/02/23
大野　　航 粕加屋篤志 斎藤　悠輔 吉田　和希
 (徳島・ﾌｯﾄﾜｰｸ) 21-12  (秋田・海人秋田会)  (東京・AHIRUDAN　INTERNATIONAL21-11  (宮城・宮城工業高)

松田　壮平 2 21- 9 0 安杖　大輝 浅野　記生 2 21- 6 0 菅井　　隼
 (高知・ﾌｯﾄﾜｰｸ)  (秋田・海人秋田会)  (東京・AHIRUDAN　INTERNATIONAL  (宮城・仙台工業高)

西本　卓也 菅原　直希 大河原正晴 濱田　敬太
 (宮城・ﾌｯﾄﾜｰｸ)  (秋田・海人秋田会)  (東京・AHIRUDAN　INTERNATIONAL  (宮城・聖和学園高)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜一般男子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　MTR-K 1 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-K 2 日付　2013/02/23
小池　　毅 南　　淳一 二村　　公 氏家　信明
 (宮城・東北福祉大学) 21-16  (福島・ＮＯＫメタル)  (福岡・isao．com) 21- 8  (宮城・仙台市役所)

畑山　辰仁 2 21-17 0 大槻　勲史 村里　大輔 2 21-11 0 田中　　学
 (宮城・東北福祉大学)  (福島・ＮＯＫメタル)  (福岡・isao．com)  (宮城・仙台市役所)

菊地　洋平 佐藤　慎也 高本　祐太 渡邉　勇司
 (宮城・東北福祉大学)  (福島・ＮＯＫメタル)  (福岡・isao．com)  (宮城・仙台市役所)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-K 3 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-K 4 日付　2013/02/23
小池　　毅 二村　　公 南　　淳一 氏家　信明
 (宮城・東北福祉大学) 21-18  (福岡・isao．com)  (福島・ＮＯＫメタル) 21- 4  (宮城・仙台市役所)

畑山　辰仁 2 21-11 0 村里　大輔 大槻　勲史 2 21- 4 0 田中　　学
 (宮城・東北福祉大学)  (福岡・isao．com)  (福島・ＮＯＫメタル)  (宮城・仙台市役所)

菊地　洋平 高本　祐太 佐藤　慎也 渡邉　勇司
 (宮城・東北福祉大学)  (福岡・isao．com)  (福島・ＮＯＫメタル)  (宮城・仙台市役所)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR-K 5 日付　2013/02/23 試合番号　MTR-K 6 日付　2013/02/23
小池　　毅 氏家　信明 南　　淳一 二村　　公
 (宮城・東北福祉大学) 21- 9  (宮城・仙台市役所)  (福島・ＮＯＫメタル) 21-16  (福岡・isao．com)

畑山　辰仁 2 21-11 0 田中　　学 大槻　勲史 2 21-17 0 村里　大輔
 (宮城・東北福祉大学)  (宮城・仙台市役所)  (福島・ＮＯＫメタル)  (福岡・isao．com)

菊地　洋平 渡邉　勇司 佐藤　慎也 高本　祐太
 (宮城・東北福祉大学)  (宮城・仙台市役所)  (福島・ＮＯＫメタル)  (福岡・isao．com)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜一般男子・順位決定トーナメント＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　MTR- 1  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 2  1回戦 日付　2013/02/24
二村　　公 吉田　和希 菅野　政彦 粕加屋篤志
 (福岡・isao．com) 23-21  (宮城・宮城工業高)  (宮城・岩沼クラブ) 21-11  (秋田・海人秋田会)

村里　大輔 2 15-21 1 菅井　　隼 佐藤　晃一 2 21-19 0 安杖　大輝
 (福岡・isao．com) 22-20  (宮城・仙台工業高)  (宮城・岩沼クラブ)  (秋田・海人秋田会)

高本　祐太 濱田　敬太 佐久間紀良 菅原　直希
 (福岡・isao．com)  (宮城・聖和学園高)  (宮城・東北学院大学)  (秋田・海人秋田会)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR- 3  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 4  2回戦 日付　2013/02/24
塩満　健太 氏家　信明 副島　浩史 二村　　公
 (宮城・仙台大学) 21- 8  (宮城・仙台市役所)  (福岡・スリーエス) 21-18  (福岡・isao．com)

阿部慎太郎 2 21- 8 0 田中　　学 武田信一郎 2 21-13 0 村里　大輔
 (宮城・宮工クラブ)  (宮城・仙台市役所)  (福岡・スリーエス)  (福岡・isao．com)

栂野尾昌志 渡邉　勇司 中村　寿史 高本　祐太
 (東京・YONEX)  (宮城・仙台市役所)  (福岡・スリーエス)  (福岡・isao．com)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR- 5  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 6  2回戦 日付　2013/02/24
松本　　晃 後藤　俊博 原田　　学 辻井　　直
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (山形・自衛隊)  (宮城・SUPER　NOVA) 21-18  (京都・ＢＷＡＹ)

杉川　友和 棄権 中野　優也 住家　祐介 2 21-15 0 斎藤　聡史
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (山形・自衛隊)  (宮城・宮城野クラブ)  (京都・ＢＷＡＹ)

稲迫　勇司 小園　継広 佐藤　祥平 三矢　智博
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (山形・自衛隊)  (宮城・宮城野クラブ)  (京都・ＢＷＡＹ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR- 7  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 8  2回戦 日付　2013/02/24
亀ヶ森　有 藪内　一貴 伊深　裕晃 川岸　達也
 (新潟・VERTEX・新潟) 21- 7  (宮城・仙台市役所)  (宮城・ＢＥＥＲ’Ｓ) 21- 8  (東京・日本無線)

本田　尚人 2 21- 5 0 小林　大介 芳賀　順一 2 21- 9 0 新井　翔太
 (新潟・VERTEX・新潟)  (宮城・仙台市役所)  (宮城・ＢＥＥＲ’Ｓ)  (東京・日本無線)

毛利　正和 西　　幸治 鈴木　俊介 小林　恭介
 (新潟・VERTEX・新潟)  (宮城・仙台市役所)  (宮城・HIROSECLUB)  (東京・日本無線)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR- 9  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 10  2回戦 日付　2013/02/24
三上　裕士 南　　淳一 吉永正太郎 大野　　航
 (福島・東日本国際大学) 16-21  (福島・ＮＯＫメタル)  (熊本・岱明ＳＢＣ) 21-16  (徳島・ﾌｯﾄﾜｰｸ)

森　滉一郎 2 21-16 1 大槻　勲史 谷本　雄三 2 14-21 1 松田　壮平
 (福島・東日本国際大学) 21-14  (福島・ＮＯＫメタル)  (熊本・岱明ＳＢＣ) 21-11  (高知・ﾌｯﾄﾜｰｸ)

大森　太一 佐藤　慎也 東　　幸太 西本　卓也
 (福島・東日本国際大学)  (福島・ＮＯＫメタル)  (熊本・岱明ＳＢＣ)  (宮城・ﾌｯﾄﾜｰｸ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR- 11  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 12  2回戦 日付　2013/02/24
山口　英一 高橋伸太郎 藤本ホセマリ 菅野　政彦
 (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ) 21-15  (宮城・SUPER　NOVA)  (東京・チームPrince) 21- 8  (宮城・岩沼クラブ)

中原　健一 2 14-21 1 遠藤　彰吾 古井　博高 2 21-11 0 佐藤　晃一
 (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ) 21-12  (宮城・東北学院大学)  (東京・くまもんPrince)  (宮城・岩沼クラブ)

松田　靖貴 平山　卓男 菊地　裕太 佐久間紀良
 (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (宮城・SUPER　NOVA)  (福島・東日本国際大学)  (宮城・東北学院大学)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR- 13  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 14  2回戦 日付　2013/02/24
三浦　貴大 竹田　将一 小池　　毅 芦名　善昭
 (山形・鶴岡ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝOB会) 20-22  (宮城・宮城野クラブ)  (宮城・東北福祉大学) 21-13  (宮城・岩沼クラブ)

今野　隆史 2 21-14 1 今野　友之 畑山　辰仁 2 21-17 0 八島　武士
 (山形・鶴岡ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝOB会) 21-10  (宮城・エネオス)  (宮城・東北福祉大学)  (宮城・岩沼クラブ)

杉山　慶太 佐藤　　充 菊地　洋平 笠松　貴司
 (山形・鶴岡ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝOB会)  (宮城・HIROSECLUB)  (宮城・東北福祉大学)  (宮城・岩沼クラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜一般男子・順位決定トーナメント＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　MTR- 15  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 16  2回戦 日付　2013/02/24
野田　正明 西村　昭彦 渡部　訓生 鈴木　　聡
 (宮城・YONEX) 21-19  (東京・adidas badminton club)  (福島・福島県教職員) 21-18  (山形・カナリヤ)

遠藤　裕樹 2 21-15 0 町田　　響 竹俣　洋平 2 21-17 0 林　　真成
 (宮城・YONEX)  (東京・adidas badminton club)  (福島・福島県教職員)  (山形・カナリヤ)

相原賢志朗 増田　基世 二瓶　　良 遠藤　有人
 (宮城・YONEX)  (東京・adidas badminton club)  (福島・福島県教職員)  (山形・カナリヤ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR- 17  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 18  2回戦 日付　2013/02/24
斎藤　悠輔 佐藤　吉紀 永井　宏樹 橋本　和哉
 (東京・AHIRUDAN　INTERNATIONAL) 21-13  (山形・カナリヤ)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌF゚UTABA) 16-21  (福島・LittleBill)

浅野　記生 2 21-19 0 渡辺真一郎 森本　貴裕 2 21-17 1 田島　聖也
 (東京・AHIRUDAN　INTERNATIONAL)  (山形・カナリヤ)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌF゚UTABA) 21-17  (福島・LittleBill)

大河原正晴 石塚　大介 今野　裕基 大越　　武
 (東京・AHIRUDAN　INTERNATIONAL)  (山形・カナリヤ)  (宮城・泉クラブ)  (福島・LittleBill)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR- 19  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 20  3回戦 日付　2013/02/24
松本　源喜 塩満　健太 副島　浩史 松本　　晃
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 21-12  (宮城・仙台大学)  (福岡・スリーエス) 21-18  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

末吉　健志 2 21-12 0 阿部慎太郎 武田信一郎 2 21-16 0 杉川　友和
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (宮城・宮工クラブ)  (福岡・スリーエス)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

林谷　理貴 栂野尾昌志 中村　寿史 稲迫　勇司
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (東京・YONEX)  (福岡・スリーエス)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR- 21  3回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 22  3回戦 日付　2013/02/24
亀ヶ森　有 原田　　学 伊深　裕晃 三上　裕士
 (新潟・VERTEX・新潟) 21-13  (宮城・SUPER　NOVA)  (宮城・ＢＥＥＲ’Ｓ) 21-12  (福島・東日本国際大学)

本田　尚人 2 21-13 0 住家　祐介 芳賀　順一 2 21-17 0 森　滉一郎
 (新潟・VERTEX・新潟)  (宮城・宮城野クラブ)  (宮城・ＢＥＥＲ’Ｓ)  (福島・東日本国際大学)

毛利　正和 佐藤　祥平 鈴木　俊介 大森　太一
 (新潟・VERTEX・新潟)  (宮城・宮城野クラブ)  (宮城・HIROSECLUB)  (福島・東日本国際大学)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR- 23  3回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 24  3回戦 日付　2013/02/24
吉永正太郎 山口　英一 藤本ホセマリ 三浦　貴大
 (熊本・岱明ＳＢＣ) 21-16  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (東京・チームPrince) 21-14  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝOB会)

谷本　雄三 2 14-21 1 中原　健一 古井　博高 2 21-12 0 今野　隆史
 (熊本・岱明ＳＢＣ) 21-16  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (東京・くまもんPrince)  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝOB会)

東　　幸太 松田　靖貴 菊地　裕太 杉山　慶太
 (熊本・岱明ＳＢＣ)  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (福島・東日本国際大学)  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝOB会)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR- 25  3回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 26  3回戦 日付　2013/02/24
小池　　毅 野田　正明 渡部　訓生 斎藤　悠輔
 (宮城・東北福祉大学) 21-16  (宮城・YONEX)  (福島・福島県教職員) 13-21  (東京・AHIRUDAN　INTERNATIONAL)

畑山　辰仁 2 21-14 0 遠藤　裕樹 竹俣　洋平 2 21-13 1 浅野　記生
 (宮城・東北福祉大学)  (宮城・YONEX)  (福島・福島県教職員) 21-19  (東京・AHIRUDAN　INTERNATIONAL)

菊地　洋平 相原賢志朗 二瓶　　良 大河原正晴
 (宮城・東北福祉大学)  (宮城・YONEX)  (福島・福島県教職員)  (東京・AHIRUDAN　INTERNATIONAL)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR- 27  3回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 28  4回戦 日付　2013/02/24
松本　源喜 永井　宏樹 亀ヶ森　有 副島　浩史
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 19-21  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (新潟・VERTEX・新潟) 21-13  (福岡・スリーエス)

末吉　健志 2 21-15 1 森本　貴裕 本田　尚人 2 21-16 0 武田信一郎
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 21- 9  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (新潟・VERTEX・新潟)  (福岡・スリーエス)

林谷　理貴 今野　裕基 毛利　正和 中村　寿史
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (宮城・泉クラブ)  (新潟・VERTEX・新潟)  (福岡・スリーエス)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜一般男子・順位決定トーナメント＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　MTR- 29  4回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 30  4回戦 日付　2013/02/24
吉永正太郎 伊深　裕晃 藤本ホセマリ 小池　　毅
 (熊本・岱明ＳＢＣ) 21-19  (宮城・ＢＥＥＲ’Ｓ)  (東京・チームPrince) 22-20  (宮城・東北福祉大学)

谷本　雄三 2 25-23 0 芳賀　順一 古井　博高 2 21-14 0 畑山　辰仁
 (熊本・岱明ＳＢＣ)  (宮城・ＢＥＥＲ’Ｓ)  (東京・くまもんPrince)  (宮城・東北福祉大学)

東　　幸太 鈴木　俊介 菊地　裕太 菊地　洋平
 (熊本・岱明ＳＢＣ)  (宮城・HIROSECLUB)  (福島・東日本国際大学)  (宮城・東北福祉大学)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR- 31  4回戦 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 32 準決勝 日付　2013/02/24
松本　源喜 渡部　訓生 亀ヶ森　有 吉永正太郎
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 21- 8  (福島・福島県教職員)  (新潟・VERTEX・新潟) 21- 6  (熊本・岱明ＳＢＣ)

末吉　健志 2 17-21 1 竹俣　洋平 本田　尚人 2 21-10 0 谷本　雄三
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 21- 9  (福島・福島県教職員)  (新潟・VERTEX・新潟)  (熊本・岱明ＳＢＣ)

林谷　理貴 二瓶　　良 毛利　正和 東　　幸太
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (福島・福島県教職員)  (新潟・VERTEX・新潟)  (熊本・岱明ＳＢＣ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　MTR- 33 準決勝 日付　2013/02/24 試合番号　MTR- 34 決勝 日付　2013/02/24
松本　源喜 藤本ホセマリ 亀ヶ森　有 松本　源喜
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 20-22  (東京・チームPrince)  (新潟・VERTEX・新潟) 21-14  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

末吉　健志 2 21-10 1 古井　博高 本田　尚人 2 21-14 0 末吉　健志
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 21-10  (東京・くまもんPrince)  (新潟・VERTEX・新潟)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

林谷　理貴 菊地　裕太 毛利　正和 林谷　理貴
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (福島・東日本国際大学)  (新潟・VERTEX・新潟)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜１２０才以上男子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　M120-A 1 日付　2013/02/23 試合番号　M120-A 2 日付　2013/02/23
中家　友彦 厚川　　勇 中家　友彦 松田　　武
 (神奈川・神福山クラブ) 21-19  (東京・チーム大田区)  (神奈川・神福山クラブ)  (大阪・領道（ﾘﾝﾀﾞｵ）)

棟居　秀行 2 21-14 0 江川　博康 棟居　秀行 棄権 許　　逸青
 (山口・神福山クラブ)  (東京・チーム大田区)  (山口・神福山クラブ)  (大阪・領道（ﾘﾝﾀﾞｵ）)

青柳　壯彦 増田　朋之 青柳　壯彦 任　　炯
 (山形・神福山クラブ)  (東京・チーム大田区)  (山形・神福山クラブ)  (大阪・領道（ﾘﾝﾀﾞｵ）)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M120-A 3 日付　2013/02/23
厚川　　勇 松田　　武
 (東京・チーム大田区)  (大阪・領道（ﾘﾝﾀ゙ｵ） )

江川　博康 棄権 許　　逸青
 (東京・チーム大田区)  (大阪・領道（ﾘﾝﾀ゙ｵ） )

増田　朋之 任　　炯
 (東京・チーム大田区)  (大阪・領道（ﾘﾝﾀ゙ｵ） )

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M120-B 1 日付　2013/02/23 試合番号　M120-B 2 日付　2013/02/23
森本　智忠 新井　淳二 尾形　勝崇 森本　智忠
 (大阪・ミズノ（株）) 21-15  (東京・ツイバド部)  (宮城・YONEX) 21-18  (大阪・ミズノ（株）)

中嶋　敏明 2 23-21 0 江田　麻人 木村　威夫 2 21-19 0 中嶋　敏明
 (大阪・ミズノ（株）)  (東京・ツイバド部)  (宮城・YONEX)  (大阪・ミズノ（株）)

小寺　雅裕 中野　将孝 菊田　仁司 小寺　雅裕
 (大阪・ミズノ（株）)  (東京・ツイバド部)  (宮城・せんたかｸﾗﾌﾞ)  (大阪・ミズノ（株）)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M120-B 3 日付　2013/02/23
尾形　勝崇 新井　淳二
 (宮城・YONEX) 21-10  (東京・ツイバド部)

木村　威夫 2 21-16 0 江田　麻人
 (宮城・YONEX)  (東京・ツイバド部)

菊田　仁司 中野　将孝
 (宮城・せんたかｸﾗﾌﾞ)  (東京・ツイバド部)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M120-C 1 日付　2013/02/23 試合番号　M120-C 2 日付　2013/02/23
斎藤　篤儀 池　　寛正 斎藤　篤儀 羽田　一則
 (宮城・ＳＢＤ) 21-14  (高知・ﾌｯﾄﾜｰｸ)  (宮城・ＳＢＤ) 21-15  (福島・LittleBill)

芦　　智男 2 15-21 1 尾崎　建治 芦　　智男 2 21-12 0 武田　孝宏
 (宮城・ＳＢＤ) 21-15  (福井・ﾌｯﾄﾜｰｸ)  (宮城・ＳＢＤ)  (福島・LittleBill)

大山　栄二 橋詰　高博 大山　栄二 吉田　典雅
 (宮城・水無月会)  (高知・ﾌｯﾄﾜｰｸ)  (宮城・水無月会)  (福島・LittleBill)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M120-C 3 日付　2013/02/23
池　　寛正 羽田　一則
 (高知・ﾌｯﾄﾜｰｸ) 21-18  (福島・LittleBill)

尾崎　建治 2 21-13 0 武田　孝宏
 (福井・ﾌｯﾄﾜｰｸ)  (福島・LittleBill)

橋詰　高博 吉田　典雅
 (高知・ﾌｯﾄﾜｰｸ)  (福島・LittleBill)

開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書<１２０才以上男子・順位決定トーナメント>
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　120M- 1  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　120M- 2  2回戦 日付　2013/02/24
新井　淳二 羽田　一則 中家　友彦 新井　淳二
 (東京・ツイバド部) 22-20  (福島・LittleBill)  (神奈川・神福山クラブ) 21-12  (東京・ツイバド部)

江田　麻人 2 21-18 0 武田　孝宏 棟居　秀行 2 21-13 0 江田　麻人
 (東京・ツイバド部)  (福島・LittleBill)  (山口・神福山クラブ)  (東京・ツイバド部)

中野　将孝 吉田　典雅 青柳　壯彦 中野　将孝
 (東京・ツイバド部)  (福島・LittleBill)  (山形・神福山クラブ)  (東京・ツイバド部)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　120M- 3  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　120M- 4  2回戦 日付　2013/02/24
池　　寛正 森本　智忠 厚川　　勇 斎藤　篤儀
 (高知・ﾌｯﾄﾜｰｸ) 21-14  (大阪・ミズノ（株）)  (東京・チーム大田区) 21-12  (宮城・ＳＢＤ)

尾崎　建治 2 15-21 1 中嶋　敏明 江川　博康 2 21-19 0 芦　　智男
 (福井・ﾌｯﾄﾜｰｸ) 21-18  (大阪・ミズノ（株）)  (東京・チーム大田区)  (宮城・ＳＢＤ)

橋詰　高博 小寺　雅裕 増田　朋之 大山　栄二
 (高知・ﾌｯﾄﾜｰｸ)  (大阪・ミズノ（株）)  (東京・チーム大田区)  (宮城・水無月会)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　120M- 5  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　120M- 6 準決勝 日付　2013/02/24
尾形　勝崇 松田　　武 中家　友彦 池　　寛正
 (宮城・YONEX)  (大阪・領道（ﾘﾝﾀﾞｵ）)  (神奈川・神福山クラブ) 21-13  (高知・ﾌｯﾄﾜｰｸ)

木村　威夫 棄権 許　　逸青 棟居　秀行 2 21-19 0 尾崎　建治
 (宮城・YONEX)  (大阪・領道（ﾘﾝﾀﾞｵ）)  (山口・神福山クラブ)  (福井・ﾌｯﾄﾜｰｸ)

菊田　仁司 任　　炯 青柳　壯彦 橋詰　高博
 (宮城・せんたかｸﾗﾌﾞ)  (大阪・領道（ﾘﾝﾀﾞｵ）)  (山形・神福山クラブ)  (高知・ﾌｯﾄﾜｰｸ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　120M- 7 準決勝 日付　2013/02/24 試合番号　120M- 8 決勝 日付　2013/02/24
尾形　勝崇 厚川　　勇 中家　友彦 尾形　勝崇
 (宮城・YONEX) 21-10  (東京・チーム大田区)  (神奈川・神福山クラブ) 21- 6  (宮城・YONEX)

木村　威夫 2 21-19 0 江川　博康 棟居　秀行 2 21-11 0 木村　威夫
 (宮城・YONEX)  (東京・チーム大田区)  (山口・神福山クラブ)  (宮城・YONEX)

菊田　仁司 増田　朋之 青柳　壯彦 菊田　仁司
 (宮城・せんたかｸﾗﾌﾞ)  (東京・チーム大田区)  (山形・神福山クラブ)  (宮城・せんたかｸﾗﾌﾞ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜１５０才以上男子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　M150-A 1 日付　2013/02/23 試合番号　M150-A 2 日付　2013/02/23
酒井　　薫 千野　　晃 高橋　輝彰 酒井　　薫
 (東京・ゴーセン ) 21- 9  (山梨・甲斐路)  (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 21-19  (東京・ゴーセン)

酒井　直人 2 21-16 0 末木　和弘 斎藤　　剛 2 21-14 0 酒井　直人
 (大阪・ゴーセン )  (山梨・甲斐路)  (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)  (大阪・ゴーセン)

庄司　　純 佐藤　宏之 藤澤　正幸 庄司　　純
 (宮城・ＢＥＥＲ’Ｓ)  (山梨・甲斐路)  (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)  (宮城・ＢＥＥＲ’Ｓ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M150-A 3 日付　2013/02/23
高橋　輝彰 千野　　晃
 (岩手・都南ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 21- 9  (山梨・甲斐路)

斎藤　　剛 2 21-17 0 末木　和弘
 (岩手・都南ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)  (山梨・甲斐路)

藤澤　正幸 佐藤　宏之
 (岩手・都南ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)  (山梨・甲斐路)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M150-B 1 日付　2013/02/23 試合番号　M150-B 2 日付　2013/02/23
大竹　　誠 越浦太津敏 大竹　　誠 菅原　秋雄
 (福島・ウイングクラブ) 22-20  (宮城・HIROSECLUB)  (福島・ウイングクラブ) 21-15  (秋田・千秋クラブ)

上野　　孝 2 21-19 0 小笠原孝義 上野　　孝 2 21-13 0 小松　貴悦
 (福島・ウイングクラブ)  (宮城・HIROSECLUB)  (福島・ウイングクラブ)  (秋田・千秋クラブ)

宮島　和彦 小野寺俊二 宮島　和彦 大場　宣一
 (福島・ウイングクラブ)  (宮城・気仙沼)  (福島・ウイングクラブ)  (秋田・千秋クラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M150-B 3 日付　2013/02/23
越浦太津敏 菅原　秋雄
 (宮城・HIROSECLUB) 21-17  (秋田・千秋クラブ)

小笠原孝義 2 15-21 1 小松　貴悦
 (宮城・HIROSECLUB) 21-18  (秋田・千秋クラブ)

小野寺俊二 大場　宣一
 (宮城・気仙沼)  (秋田・千秋クラブ)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M150-C 1 日付　2013/02/23 試合番号　M150-C 2 日付　2013/02/23
野村　秀樹 安宅　　誠 小倉　久和 細川　高宏
 (宮城・せんたかクラブ) 21-15  (秋田・白神さんち)  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ) 21-15  (宮城・川崎クラブ)

桜場　光浩 2 21-18 0 南都　典忠 長澤　弘泰 2 22-20 0 鈴木　茂樹
 (宮城・せんたかクラブ)  (秋田・白神さんち)  (東京・ｱﾒｱｽﾎﾟｰﾂｼﾞｬﾊﾟﾝ)  (宮城・川崎クラブ)

早坂　信幸 越前屋　聡 石井　正行 志村　理智
 (宮城・HIROSECLUB)  (秋田・白神さんち)  (長崎・片岡ｽﾎﾟｰﾂ)  (宮城・川崎クラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M150-C 3 日付　2013/02/23 試合番号　M150-C 4 日付　2013/02/23
野村　秀樹 小倉　久和 安宅　　誠 細川　高宏
 (宮城・せんたかクラブ) 21-13  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (秋田・白神さんち) 21-11  (宮城・川崎クラブ)

桜場　光浩 2 21-11 0 長澤　弘泰 南都　典忠 2 22-20 0 鈴木　茂樹
 (宮城・せんたかクラブ)  (東京・ｱﾒｱｽﾎﾟー ﾂｼﾞｬﾊﾟﾝ)  (秋田・白神さんち)  (宮城・川崎クラブ)

早坂　信幸 石井　正行 越前屋　聡 志村　理智
 (宮城・HIROSECLUB)  (長崎・片岡ｽﾎﾟｰﾂ)  (秋田・白神さんち)  (宮城・川崎クラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M150-C 5 日付　2013/02/23 試合番号　M150-C 6 日付　2013/02/23
野村　秀樹 細川　高宏 安宅　　誠 小倉　久和
 (宮城・せんたかクラブ) 21-19  (宮城・川崎クラブ)  (秋田・白神さんち) 21-16  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)

桜場　光浩 2 21- 6 0 鈴木　茂樹 南都　典忠 2 21-13 0 長澤　弘泰
 (宮城・せんたかクラブ)  (宮城・川崎クラブ)  (秋田・白神さんち)  (東京・ｱﾒｱｽﾎﾟｰﾂｼﾞｬﾊﾟﾝ)

早坂　信幸 志村　理智 越前屋　聡 石井　正行
 (宮城・HIROSECLUB)  (宮城・川崎クラブ)  (秋田・白神さんち)  (長崎・片岡ｽﾎﾟｰﾂ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書<１５０才以上男子・順位決定トーナメント>
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　150M- 1  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150M- 2  1回戦 日付　2013/02/24
菅原　秋雄 小倉　久和 千野　　晃 細川　高宏
 (秋田・千秋クラブ) 21-13  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (山梨・甲斐路) 21-19  (宮城・川崎クラブ)

小松　貴悦 2 21-16 0 長澤　弘泰 末木　和弘 2 21- 9 0 鈴木　茂樹
 (秋田・千秋クラブ)  (東京・ｱﾒｱｽﾎﾟｰﾂｼ゙ ｬﾊﾟﾝ)  (山梨・甲斐路)  (宮城・川崎クラブ)

大場　宣一 石井　正行 佐藤　宏之 志村　理智
 (秋田・千秋クラブ)  (長崎・片岡ｽﾎﾟｰﾂ)  (山梨・甲斐路)  (宮城・川崎クラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150M- 3  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150M- 4  2回戦 日付　2013/02/24
高橋　輝彰 菅原　秋雄 安宅　　誠 越浦太津敏
 (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ゙) 21-10  (秋田・千秋クラブ)  (秋田・白神さんち) 21-11  (宮城・HIROSECLUB)

斎藤　　剛 2 21-13 0 小松　貴悦 南都　典忠 2 21-19 0 小笠原孝義
 (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ゙)  (秋田・千秋クラブ)  (秋田・白神さんち)  (宮城・HIROSECLUB)

藤澤　正幸 大場　宣一 越前屋　聡 小野寺俊二
 (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ゙)  (秋田・千秋クラブ)  (秋田・白神さんち)  (宮城・気仙沼)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150M- 5  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150M- 6  2回戦 日付　2013/02/24
野村　秀樹 酒井　　薫 大竹　　誠 千野　　晃
 (宮城・せんたかクラブ) 18-21  (東京・ゴーセン)  (福島・ウイングクラブ) 21-14  (山梨・甲斐路)

桜場　光浩 2 21-13 1 酒井　直人 上野　　孝 2 21-13 0 末木　和弘
 (宮城・せんたかクラブ) 21-18  (大阪・ゴーセン)  (福島・ウイングクラブ)  (山梨・甲斐路)

早坂　信幸 庄司　　純 宮島　和彦 佐藤　宏之
 (宮城・HIROSECLUB)  (宮城・ＢＥＥＲ’Ｓ)  (福島・ウイングクラブ)  (山梨・甲斐路)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150M- 7 準決勝 日付　2013/02/24 試合番号　150M- 8 準決勝 日付　2013/02/24
高橋　輝彰 安宅　　誠 野村　秀樹 大竹　　誠
 (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ゙) 21-17  (秋田・白神さんち)  (宮城・せんたかクラブ) 21-13  (福島・ウイングクラブ)

斎藤　　剛 2 21-18 0 南都　典忠 桜場　光浩 2 21-16 0 上野　　孝
 (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ゙)  (秋田・白神さんち)  (宮城・せんたかクラブ)  (福島・ウイングクラブ)

藤澤　正幸 越前屋　聡 早坂　信幸 宮島　和彦
 (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ゙)  (秋田・白神さんち)  (宮城・HIROSECLUB)  (福島・ウイングクラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150M- 9 決勝 日付　2013/02/24
高橋　輝彰 野村　秀樹
 (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ゙) 21-17  (宮城・せんたかクラブ)

斎藤　　剛 2 21-15 0 桜場　光浩
 (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ゙)  (宮城・せんたかクラブ)

藤澤　正幸 早坂　信幸
 (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ゙)  (宮城・HIROSECLUB)

開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜１８０才以上男子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　M180-A 1 日付　2013/02/23 試合番号　M180-A 2 日付　2013/02/23
髙橋　正男 新村　秋男 武田藤一郎 新村　秋男
 (宮城・泉クラブ) 21-17  (富山・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟ富山)  (山形・チーム　藤山) 21-11  (富山・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟ富山)

小野寺武夫 2 21-18 0 近藤　朝範 横山　　正 2 21-14 0 近藤　朝範
 (宮城・泉クラブ)  (石川・石川クラブ)  (山形・チーム　藤山)  (石川・石川クラブ)

鈴木　　悟 松田新二郎 高山　竹彦 松田新二郎
 (宮城・泉クラブ)  (石川・ｽﾎﾟー ﾂｼｮｯﾌﾟﾏﾂﾀﾞ)  (山形・チーム　藤山)  (石川・ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾏﾂﾀﾞ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M180-A 3 日付　2013/02/23
武田藤一郎 髙橋　正男
 (山形・チーム　藤山) 21-10  (宮城・泉クラブ)

横山　　正 2 21-15 0 小野寺武夫
 (山形・チーム　藤山)  (宮城・泉クラブ)

高山　竹彦 鈴木　　悟
 (山形・チーム　藤山)  (宮城・泉クラブ)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M180-B 1 日付　2013/02/23 試合番号　M180-B 2 日付　2013/02/23
菊地　　正 千種　友巳 稲村　　浩 菊地　　正
 (宮城・せんたかクラブ) 19-21  (秋田・千秋クラブ)  (群馬・ＩＭＡ ) 21-14  (宮城・せんたかクラブ)

佐藤　則夫 2 21-12 1 湊　　純一 新井　春雄 2 19-21 1 佐藤　則夫
 (宮城・せんたかクラブ) 21-10  (秋田・千秋クラブ)  (千葉・ＩＭＡ ) 22-20  (宮城・せんたかクラブ)

遠藤　雅行 及川　陸記 前田　憲宏 遠藤　雅行
 (宮城・せんたかクラブ)  (秋田・千秋クラブ)  (滋賀・ＩＭＡ )  (宮城・せんたかクラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M180-B 3 日付　2013/02/23
稲村　　浩 千種　友巳
 (群馬・ＩＭＡ ) 15-21  (秋田・千秋クラブ)

新井　春雄 2 21-19 1 湊　　純一
 (千葉・ＩＭＡ ) 25-23  (秋田・千秋クラブ)

前田　憲宏 及川　陸記
 (滋賀・ＩＭＡ )  (秋田・千秋クラブ)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M180-C 1 日付　2013/02/23 試合番号　M180-C 2 日付　2013/02/23
鈴木　正造 岸　　邦晴 鈴木　正造 米山　　勉
 (埼玉・ｷｬﾋﾞﾝ) 21-11  (愛知・名北クラブ)  (埼玉・ｷｬﾋﾞﾝ) 23-21  (東京・YONEX)

後藤　　誠 2 17-21 1 田村　茂男 後藤　　誠 2 15-21 1 栂野尾昌一
 (宮城・HIROSECLUB) 21- 9  (愛知・名北クラブ)  (宮城・HIROSECLUB) 21-14  (東京・YONEX)

古橋　政紀 佐々木　淳 古橋　政紀 栂野尾悦子
 (宮城・HIROSECLUB)  (愛知・名北クラブ)  (宮城・HIROSECLUB)  (東京・YONEX)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　M180-C 3 日付　2013/02/23
岸　　邦晴 米山　　勉
 (愛知・名北クラブ) 21-19  (東京・YONEX)

田村　茂男 2 21-12 0 栂野尾昌一
 (愛知・名北クラブ)  (東京・YONEX)

佐々木　淳 栂野尾悦子
 (愛知・名北クラブ)  (東京・YONEX)

開始時刻　 終了時刻　

－41－



第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書<１８０才以上男子・順位決定トーナメント>
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　180M- 1  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　180M- 2  2回戦 日付　2013/02/24
千種　友巳 米山　　勉 武田藤一郎 千種　友巳
 (秋田・千秋クラブ) 21-12  (東京・YONEX)  (山形・チーム　藤山) 21-10  (秋田・千秋クラブ)

湊　　純一 2 21-16 0 栂野尾昌一 横山　　正 2 21-13 0 湊　　純一
 (秋田・千秋クラブ)  (東京・YONEX)  (山形・チーム　藤山)  (秋田・千秋クラブ)

及川　陸記 栂野尾悦子 高山　竹彦 及川　陸記
 (秋田・千秋クラブ)  (東京・YONEX)  (山形・チーム　藤山)  (秋田・千秋クラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　180M- 3  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　180M- 4  2回戦 日付　2013/02/24
菊地　　正 岸　　邦晴 鈴木　正造 髙橋　正男
 (宮城・せんたかクラブ) 21- 8  (愛知・名北クラブ)  (埼玉・ｷｬﾋ゙ﾝ) 21-11  (宮城・泉クラブ)

佐藤　則夫 2 18-21 1 田村　茂男 後藤　　誠 2 21-12 0 小野寺武夫
 (宮城・せんたかクラブ) 21-10  (愛知・名北クラブ)  (宮城・HIROSECLUB)  (宮城・泉クラブ)

遠藤　雅行 佐々木　淳 古橋　政紀 鈴木　　悟
 (宮城・せんたかクラブ)  (愛知・名北クラブ)  (宮城・HIROSECLUB)  (宮城・泉クラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　180M- 5  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　180M- 6 準決勝 日付　2013/02/24
新村　秋男 稲村　　浩 武田藤一郎 菊地　　正
 (富山・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟ富山) 21- 8  (群馬・ＩＭＡ)  (山形・チーム　藤山) 16-21  (宮城・せんたかクラブ)

近藤　朝範 2 21-16 0 新井　春雄 横山　　正 2 21-13 1 佐藤　則夫
 (石川・石川クラブ)  (千葉・ＩＭＡ)  (山形・チーム　藤山) 21- 9  (宮城・せんたかクラブ)

松田新二郎 前田　憲宏 高山　竹彦 遠藤　雅行
 (石川・ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾏ゚ﾂﾀﾞ)  (滋賀・ＩＭＡ)  (山形・チーム　藤山)  (宮城・せんたかクラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　180M- 7 準決勝 日付　2013/02/24 試合番号　180M- 8 決勝 日付　2013/02/24
鈴木　正造 新村　秋男 鈴木　正造 武田藤一郎
 (埼玉・ｷｬﾋ゙ﾝ) 21-19  (富山・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟ富山)  (埼玉・ｷｬﾋ゙ﾝ) 21-16  (山形・チーム　藤山)

後藤　　誠 2 21-14 0 近藤　朝範 後藤　　誠 2 21-12 0 横山　　正
 (宮城・HIROSECLUB)  (石川・石川クラブ)  (宮城・HIROSECLUB)  (山形・チーム　藤山)

古橋　政紀 松田新二郎 古橋　政紀 高山　竹彦
 (宮城・HIROSECLUB)  (石川・ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾏ゚ﾂﾀﾞ)  (宮城・HIROSECLUB)  (山形・チーム　藤山)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜一般女子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　WTR-A 1 日付　2013/02/23 試合番号　WTR-A 2 日付　2013/02/23
森　かおり 清嶋　夏希 森　かおり 加藤　舞子
 (福岡・YONEX) 21- 4  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝOB会)  (福岡・YONEX) 21- 5  (宮城・羽衣クラブ)

赤尾　美代 2 21- 7 0 舟腰磨結実 赤尾　美代 2 21- 5 0 足坂裕美子
 (福岡・YONEX)  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝOB会)  (福岡・YONEX)  (宮城・羽衣クラブ)

橋本麻衣子 大森　奈菜 橋本麻衣子 渡部真由美
 (福岡・YONEX)  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝOB会)  (福岡・YONEX)  (宮城・プリュム)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR-A 3 日付　2013/02/23
清嶋　夏希 加藤　舞子
 (山形・鶴岡ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝOB会) 21-11  (宮城・羽衣クラブ)

舟腰磨結実 2 21-17 0 足坂裕美子
 (山形・鶴岡ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝOB会)  (宮城・羽衣クラブ)

大森　奈菜 渡部真由美
 (山形・鶴岡ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝOB会)  (宮城・プリュム)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR-B 1 日付　2013/02/23 試合番号　WTR-B 2 日付　2013/02/23
服部　麻衣 森野真梨子 森野真梨子 齋藤　順子
 (宮城・七十七銀行) 21- 5  (滋賀・LATOUR)  (滋賀・LATOUR) 21- 8  (宮城・アリエル)

幡谷　若奈 2 21- 4 0 須賀佳奈子 須賀佳奈子 2 21-16 0 鈴木　美樹
 (宮城・七十七銀行)  (滋賀・LATOUR)  (滋賀・LATOUR)  (宮城・チアフル)

阪口　智郁 宮本真希子 宮本真希子 吉岡　美和
 (宮城・七十七銀行)  (滋賀・LATOUR)  (滋賀・LATOUR)  (宮城・MIXドロップ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR-B 3 日付　2013/02/23
服部　麻衣 齋藤　順子
 (宮城・七十七銀行) 21- 6  (宮城・アリエル)

幡谷　若奈 2 21- 3 0 鈴木　美樹
 (宮城・七十七銀行)  (宮城・チアフル)

阪口　智郁 吉岡　美和
 (宮城・七十七銀行)  (宮城・MIXドロップ)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR-C 1 日付　2013/02/23 試合番号　WTR-C 2 日付　2013/02/23
石橋　律子 岡部　珠江 石橋　律子 柏木沙弥香
 (東京・チームPrince) 21-14  (宮城・YONEX)  (東京・チームPrince) 21- 7  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)

奥村亜紀代 2 19-21 1 齊藤　貴子 奥村亜紀代 2 21- 6 0 渡辺　光里
 (東京・チームPrince) 21-12  (宮城・YONEX)  (東京・チームPrince)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)

島田　麻子 山本　梓帆 島田　麻子 都田亜由楓
 (東京・チームPrince)  (宮城・YONEX)  (東京・チームPrince)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR-C 3 日付　2013/02/23
岡部　珠江 柏木沙弥香
 (宮城・YONEX) 21-16  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)

齊藤　貴子 2 21-11 0 渡辺　光里
 (宮城・YONEX)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)

山本　梓帆 都田亜由楓
 (宮城・YONEX)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR-D 1 日付　2013/02/23 試合番号　WTR-D 2 日付　2013/02/23
川田　依香 羽迫　まや 八島　里穂 川田　依香
 (福島・SENDAI UNIVｸﾗﾌﾞ) 21- 8  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (宮城・東北福祉大学) 21-19  (福島・SENDAI UNIVｸﾗﾌﾞ )

近藤　梢恵 2 21-15 0 石場　梨紗 矢内　優里 2 15-21 1 近藤　梢恵
 (福島・SENDAI UNIVｸﾗﾌﾞ)  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (宮城・東北福祉大学) 21-18  (福島・SENDAI UNIVｸﾗﾌﾞ )

中道　澄夏 甲斐久瑠美 齊藤真優子 中道　澄夏
 (福島・仙台大学)  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (宮城・東北福祉大学)  (福島・仙台大学)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜一般女子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　WTR-D 3 日付　2013/02/23
八島　里穂 羽迫　まや
 (宮城・東北福祉大学) 21-18  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)

矢内　優里 2 21-16 0 石場　梨紗
 (宮城・東北福祉大学)  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)

齊藤真優子 甲斐久瑠美
 (宮城・東北福祉大学)  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR-E 1 日付　2013/02/23 試合番号　WTR-E 2 日付　2013/02/23
野沢　安澄 加藤小百合 神　ゆかり 寺井麻里絵
 (東京・あひる団) 21- 8  (宮城・ニュートラル)  (宮城・七十七銀行) 21- 4  (滋賀・LATOUR)

田中　　繭 2 21- 6 0 島津　利枝 杉山　利奈 2 21- 9 0 松井　梨沙
 (東京・あひる団)  (宮城・ニュートラル)  (宮城・七十七銀行)  (滋賀・LATOUR)

下島　　歩 中澤真知子 伊藤　尚子 俵　真衣佳
 (東京・あひる団)  (宮城・プリュム)  (宮城・七十七銀行)  (滋賀・LATOUR)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR-E 3 日付　2013/02/23 試合番号　WTR-E 4 日付　2013/02/23
神　ゆかり 野沢　安澄 寺井麻里絵 加藤小百合
 (宮城・七十七銀行) 21- 8  (東京・あひる団)  (滋賀・LATOUR) 21-19  (宮城・ニュートラル)

杉山　利奈 2 21- 7 0 田中　　繭 松井　梨沙 2 21- 6 0 島津　利枝
 (宮城・七十七銀行)  (東京・あひる団)  (滋賀・LATOUR)  (宮城・ニュートラル)

伊藤　尚子 下島　　歩 俵　真衣佳 中澤真知子
 (宮城・七十七銀行)  (東京・あひる団)  (滋賀・LATOUR)  (宮城・プリュム)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR-E 5 日付　2013/02/23 試合番号　WTR-E 6 日付　2013/02/23
野沢　安澄 寺井麻里絵 神　ゆかり 加藤小百合
 (東京・あひる団) 21-19  (滋賀・LATOUR)  (宮城・七十七銀行) 21- 4  (宮城・ニュートラル)

田中　　繭 2 21-19 0 松井　梨沙 杉山　利奈 2 21- 5 0 島津　利枝
 (東京・あひる団)  (滋賀・LATOUR)  (宮城・七十七銀行)  (宮城・ニュートラル)

下島　　歩 俵　真衣佳 伊藤　尚子 中澤真知子
 (東京・あひる団)  (滋賀・LATOUR)  (宮城・七十七銀行)  (宮城・プリュム)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR-F 1 日付　2013/02/23 試合番号　WTR-F 2 日付　2013/02/23
栗城　則子 今井　杏莉 伊深　顕絵 糠沢　毎子
 (千葉・Ｋ＆Ｓ) 11-21  (宮城・七十七銀行)  (宮城・東北福祉大学) 21- 7  (福島・LittleBill)

松本　千夏 0  9-21 2キ 音田　亜子 小椋　優美 2 21- 7 0 石井　友理
 (千葉・Ｋ＆Ｓ)  (宮城・七十七銀行)  (宮城・東北福祉大学)  (福島・LittleBill)

阿蘇　愛美 大森　　舞 齋藤　千愛 村田　一美
 (千葉・Ｋ＆Ｓ)  (宮城・七十七銀行)  (宮城・東北福祉大学)  (福島・LittleBill)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR-F 3 日付　2013/02/23 試合番号　WTR-F 4 日付　2013/02/23
栗城　則子 糠沢　毎子 伊深　顕絵 今井　杏莉
 (千葉・Ｋ＆Ｓ) 21-12  (福島・LittleBill)  (宮城・東北福祉大学)  9-21  (宮城・七十七銀行)

松本　千夏 2 21-12 0 石井　友理 小椋　優美 0 17-21 2キ 音田　亜子
 (千葉・Ｋ＆Ｓ)  (福島・LittleBill)  (宮城・東北福祉大学)  (宮城・七十七銀行)

阿蘇　愛美 村田　一美 齋藤　千愛 大森　　舞
 (千葉・Ｋ＆Ｓ)  (福島・LittleBill)  (宮城・東北福祉大学)  (宮城・七十七銀行)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR-F 5 日付　2013/02/23 試合番号　WTR-F 6 日付　2013/02/23
伊深　顕絵 栗城　則子 糠沢　毎子 今井　杏莉
 (宮城・東北福祉大学) 21-13  (千葉・Ｋ＆Ｓ)  (福島・LittleBill) 14-21  (宮城・七十七銀行)

小椋　優美 2 21-15 0 松本　千夏 石井　友理 0  6-21 2キ 音田　亜子
 (宮城・東北福祉大学)  (千葉・Ｋ＆Ｓ)  (福島・LittleBill)  (宮城・七十七銀行)

齋藤　千愛 阿蘇　愛美 村田　一美 大森　　舞
 (宮城・東北福祉大学)  (千葉・Ｋ＆Ｓ)  (福島・LittleBill)  (宮城・七十七銀行)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜一般女子・順位決定トーナメント＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　WTR- 1  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　WTR- 2  1回戦 日付　2013/02/24
羽迫　まや 寺井麻里絵 加藤　舞子 今井　杏莉
 (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ) 22-20  (滋賀・LATOUR)  (宮城・羽衣クラブ)  (宮城・七十七銀行)

石場　梨紗 2 21-14 0 松井　梨沙 足坂裕美子 棄権 音田　亜子
 (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (滋賀・LATOUR)  (宮城・羽衣クラブ)  (宮城・七十七銀行)

甲斐久瑠美 俵　真衣佳 渡部真由美 大森　　舞
 (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (滋賀・LATOUR)  (宮城・プリュム)  (宮城・七十七銀行)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR- 3  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　WTR- 4  1回戦 日付　2013/02/24
齋藤　順子 加藤小百合 柏木沙弥香 糠沢　毎子
 (宮城・アリエル) 11-21  (宮城・ニュートラル)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 15-21  (福島・LittleBill)

鈴木　美樹 2 21-13 1 島津　利枝 渡辺　光里 2 22-20 1 石井　友理
 (宮城・チアフル) 21- 9  (宮城・ニュートラル)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 21-16  (福島・LittleBill)

吉岡　美和 中澤真知子 都田亜由楓 村田　一美
 (宮城・MIXドロップ)  (宮城・プリュム)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (福島・LittleBill)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR- 5  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　WTR- 6  2回戦 日付　2013/02/24
森　かおり 羽迫　まや 栗城　則子 岡部　珠江
 (福岡・YONEX) 21- 6  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (千葉・Ｋ＆Ｓ) 21-16  (宮城・YONEX)

赤尾　美代 2 21- 7 0 石場　梨紗 松本　千夏 2 21-17 0 齊藤　貴子
 (福岡・YONEX)  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (千葉・Ｋ＆Ｓ)  (宮城・YONEX)

橋本麻衣子 甲斐久瑠美 阿蘇　愛美 山本　梓帆
 (福岡・YONEX)  (東京・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ)  (千葉・Ｋ＆Ｓ)  (宮城・YONEX)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR- 7  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　WTR- 8  2回戦 日付　2013/02/24
神　ゆかり 森野真梨子 八島　里穂 加藤　舞子
 (宮城・七十七銀行) 21- 8  (滋賀・LATOUR)  (宮城・東北福祉大学) 21- 6  (宮城・羽衣クラブ)

杉山　利奈 2 21- 7 0 須賀佳奈子 矢内　優里 2 21- 8 0 足坂裕美子
 (宮城・七十七銀行)  (滋賀・LATOUR)  (宮城・東北福祉大学)  (宮城・羽衣クラブ)

伊藤　尚子 宮本真希子 齊藤真優子 渡部真由美
 (宮城・七十七銀行)  (滋賀・LATOUR)  (宮城・東北福祉大学)  (宮城・プリュム)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR- 9  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　WTR- 10  2回戦 日付　2013/02/24
石橋　律子 齋藤　順子 伊深　顕絵 清嶋　夏希
 (東京・チームPrince) 21-10  (宮城・アリエル)  (宮城・東北福祉大学) 21-19  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝOB会)

奥村亜紀代 2 21- 9 0 鈴木　美樹 小椋　優美 2 21-10 0 舟腰磨結実
 (東京・チームPrince)  (宮城・チアフル)  (宮城・東北福祉大学)  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝOB会)

島田　麻子 吉岡　美和 齋藤　千愛 大森　奈菜
 (東京・チームPrince)  (宮城・MIXドロップ)  (宮城・東北福祉大学)  (山形・鶴岡ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝOB会)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR- 11  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　WTR- 12  2回戦 日付　2013/02/24
川田　依香 野沢　安澄 服部　麻衣 柏木沙弥香
 (福島・SENDAI UNIVｸﾗﾌﾞ) 21-15  (東京・あひる団)  (宮城・七十七銀行) 21- 6  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)

近藤　梢恵 2 21- 6 0 田中　　繭 幡谷　若奈 2 21- 8 0 渡辺　光里
 (福島・SENDAI UNIVｸﾗﾌﾞ)  (東京・あひる団)  (宮城・七十七銀行)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)

中道　澄夏 下島　　歩 阪口　智郁 都田亜由楓
 (福島・仙台大学)  (東京・あひる団)  (宮城・七十七銀行)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR- 13  3回戦 日付　2013/02/24 試合番号　WTR- 14  3回戦 日付　2013/02/24
森　かおり 栗城　則子 神　ゆかり 八島　里穂
 (福岡・YONEX) 21-11  (千葉・Ｋ＆Ｓ)  (宮城・七十七銀行) 21- 8  (宮城・東北福祉大学)

赤尾　美代 2 21-12 0 松本　千夏 杉山　利奈 2 21-11 0 矢内　優里
 (福岡・YONEX)  (千葉・Ｋ＆Ｓ)  (宮城・七十七銀行)  (宮城・東北福祉大学)

橋本麻衣子 阿蘇　愛美 伊藤　尚子 齊藤真優子
 (福岡・YONEX)  (千葉・Ｋ＆Ｓ)  (宮城・七十七銀行)  (宮城・東北福祉大学)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜一般女子・順位決定トーナメント＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　WTR- 15  3回戦 日付　2013/02/24 試合番号　WTR- 16  3回戦 日付　2013/02/24
伊深　顕絵 石橋　律子 服部　麻衣 川田　依香
 (宮城・東北福祉大学) 19-21  (東京・チームPrince)  (宮城・七十七銀行) 21- 9  (福島・SENDAI UNIVｸﾗﾌﾞ )

小椋　優美 2 21-18 1 奥村亜紀代 幡谷　若奈 2 21-16 0 近藤　梢恵
 (宮城・東北福祉大学) 21-17  (東京・チームPrince)  (宮城・七十七銀行)  (福島・SENDAI UNIVｸﾗﾌﾞ )

齋藤　千愛 島田　麻子 阪口　智郁 中道　澄夏
 (宮城・東北福祉大学)  (東京・チームPrince)  (宮城・七十七銀行)  (福島・仙台大学)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR- 17 準決勝 日付　2013/02/24 試合番号　WTR- 18 準決勝 日付　2013/02/24
森　かおり 神　ゆかり 服部　麻衣 伊深　顕絵
 (福岡・YONEX) 21-16  (宮城・七十七銀行)  (宮城・七十七銀行) 21-14  (宮城・東北福祉大学)

赤尾　美代 2 17-21 1 杉山　利奈 幡谷　若奈 2 18-21 1 小椋　優美
 (福岡・YONEX) 21-19  (宮城・七十七銀行)  (宮城・七十七銀行) 21-13  (宮城・東北福祉大学)

橋本麻衣子 伊藤　尚子 阪口　智郁 齋藤　千愛
 (福岡・YONEX)  (宮城・七十七銀行)  (宮城・七十七銀行)  (宮城・東北福祉大学)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　WTR- 19 決勝 日付　2013/02/24
服部　麻衣 森　かおり
 (宮城・七十七銀行) 21-13  (福岡・YONEX)

幡谷　若奈 2 21-15 0 赤尾　美代
 (宮城・七十七銀行)  (福岡・YONEX)

阪口　智郁 橋本麻衣子
 (宮城・七十七銀行)  (福岡・YONEX)

開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜１２０才以上女子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　W120-A 1 日付　2013/02/23 試合番号　W120-A 2 日付　2013/02/23
上田　彰子 藤井真由美 上田　彰子 三ケ田久美子
 (熊本・体育堂WaiWai) 21- 8  (宮城・テンショ ン２１)  (熊本・体育堂WaiWai) 21- 1  (宮城・MIXドロップ)

吉永圭井子 2 21- 4 0 佐藤　由香 吉永圭井子 2 21- 7 0 安井　裕子
 (熊本・体育堂WaiWai)  (宮城・テンショ ン２１)  (熊本・体育堂WaiWai)  (宮城・MIXドロップ)

福井　奈美 多田　恵子 福井　奈美 新井田恵子
 (熊本・体育堂WaiWai)  (宮城・テンショ ン２１)  (熊本・体育堂WaiWai)  (福島・郡山ポピィー)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W120-A 3 日付　2013/02/23
三ケ田久美子 藤井真由美
 (宮城・MIXドロップ) 10-21  (宮城・テンショ ン２１)

安井　裕子 2 21-18 1 佐藤　由香
 (宮城・MIXドロップ) 21-19  (宮城・テンショ ン２１)

新井田恵子 多田　恵子
 (福島・郡山ポピィー)  (宮城・テンショ ン２１)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W120-B 1 日付　2013/02/23 試合番号　W120-B 2 日付　2013/02/23
上滝美羽子 笹原　智江 上滝美羽子 鈴木　知子
 (宮城・C　yell) 21-16  (山形・しらとり)  (宮城・C　yell) 21- 9  (宮城・ＺＥＡＬ)

寺島やよい 2 21-16 0 東海林直美 寺島やよい 2 21- 9 0 平野　和代
 (宮城・MY　MUMS)  (山形・しらとり)  (宮城・MY　MUMS)  (宮城・ＺＥＡＬ)

後藤　明子 沼澤　宏子 後藤　明子 鉾建　慶子
 (宮城・HIROSECLUB)  (山形・しらとり)  (宮城・HIROSECLUB)  (宮城・ＺＥＡＬ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W120-B 3 日付　2013/02/23
笹原　智江 鈴木　知子
 (山形・しらとり) 21-17  (宮城・ＺＥＡＬ)

東海林直美 2 21- 7 0 平野　和代
 (山形・しらとり)  (宮城・ＺＥＡＬ)

沼澤　宏子 鉾建　慶子
 (山形・しらとり)  (宮城・ＺＥＡＬ)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W120-C 1 日付　2013/02/23 試合番号　W120-C 2 日付　2013/02/23
佐々木さくら 亀井　郁江 佐々木さくら 今野あき子
 (宮城・ＷＨＩＰ) 22-20  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (宮城・ＷＨＩＰ) 21- 9  (宮城・フェニックスⅠ)

龍山　朋子 2 21-17 0 佐々木章子 龍山　朋子 2 21- 8 0 相原　利美
 (宮城・ＷＨＩＰ)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (宮城・ＷＨＩＰ)  (宮城・フェニックスⅠ)

田中かおる 尾崎　夏子 田中かおる 手塚　生美
 (宮城・ＷＨＩＰ)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (宮城・ＷＨＩＰ)  (宮城・チアフル)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W120-C 3 日付　2013/02/23
亀井　郁江 今野あき子
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 21-10  (宮城・フェニックスⅠ)

佐々木章子 2 21-10 0 相原　利美
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (宮城・フェニックスⅠ)

尾崎　夏子 手塚　生美
 (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (宮城・チアフル)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W120-D 1 日付　2013/02/23 試合番号　W120-D 2 日付　2013/02/23
竹内　　緑 丹野美佐子 丹野美佐子 荒　　豊子
 (京都・ＢＷＡＹ) 21-15  (東京・ハミタンズ)  (東京・ハミタンズ) 21-13  (宮城・はなもも)

乗富　美穂 2 21-16 0 芳賀　桂子 芳賀　桂子 2 21-11 0 安田理恵子
 (京都・ＢＷＡＹ)  (東京・ハミタンズ)  (東京・ハミタンズ)  (宮城・はなもも)

北浦　民恵 溝口美穂里 溝口美穂里 今野　正美
 (宮城・MIXドロップ)  (東京・ハミタンズ)  (東京・ハミタンズ)  (宮城・はなもも)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜１２０才以上女子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　W120-D 3 日付　2013/02/23
竹内　　緑 荒　　豊子
 (京都・ＢＷＡＹ) 21- 8  (宮城・はなもも)

乗富　美穂 2 21-14 0 安田理恵子
 (京都・ＢＷＡＹ)  (宮城・はなもも)

北浦　民恵 今野　正美
 (宮城・MIXドロップ)  (宮城・はなもも)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W120-E 1 日付　2013/02/23 試合番号　W120-E 2 日付　2013/02/23
高橋　実恵 藤本　薫子 藤本　薫子 嶋倉　千草
 (宮城・WIZAED) 21-12  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 21-16  (宮城・Ａｏｎｅ)

佐伯　佳子 2 21-11 0 井上　孝枝 井上　孝枝 2 21-13 0 稲葉　延江
 (宮城・プリュム)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (宮城・Ａｏｎｅ)

市川　佑子 渡部　美春 渡部　美春 松田美香子
 (宮城・WIZAED)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (宮城・ニュートラル)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W120-E 3 日付　2013/02/23
高橋　実恵 嶋倉　千草
 (宮城・WIZAED) 21- 9  (宮城・Ａｏｎｅ )

佐伯　佳子 2 13-21 1 稲葉　延江
 (宮城・プリュム) 21- 7  (宮城・Ａｏｎｅ )

市川　佑子 松田美香子
 (宮城・WIZAED)  (宮城・ニュートラル)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W120-F 1 日付　2013/02/23 試合番号　W120-F 2 日付　2013/02/23
依田　美香 谷藤さなえ 天沼夕希子 高島みどり
 (宮城・プリュム) 21-18  (岩手・都南ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)  (埼玉・ＶＩＰ) 21- 7  (宮城・ﾌﾛｰﾘｽﾄ)

佐藤　敏子 2 27-25 0 藤澤　美穂 伊藤　直美 2 21- 6 0 高橋　久子
 (宮城・プリュム)  (岩手・都南ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)  (埼玉・ＶＩＰ)  (宮城・ﾌﾛｰﾘｽﾄ)

朽木由香利 藤澤佳代子 影山　伊美 武林　朋子
 (宮城・プリュム)  (岩手・都南ﾊﾞﾄ゙ ﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)  (埼玉・ＶＩＰ)  (宮城・ニュートラル)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W120-F 3 日付　2013/02/23 試合番号　W120-F 4 日付　2013/02/23
依田　美香 高島みどり 天沼夕希子 谷藤さなえ
 (宮城・プリュム) 21-15  (宮城・ﾌﾛｰﾘｽﾄ)  (埼玉・ＶＩＰ) 21-12  (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

佐藤　敏子 2 21-10 0 高橋　久子 伊藤　直美 2 21-14 0 藤澤　美穂
 (宮城・プリュム)  (宮城・ﾌﾛｰﾘｽﾄ)  (埼玉・ＶＩＰ)  (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

朽木由香利 武林　朋子 影山　伊美 藤澤佳代子
 (宮城・プリュム)  (宮城・ニュートラル)  (埼玉・ＶＩＰ)  (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W120-F 5 日付　2013/02/23 試合番号　W120-F 6 日付　2013/02/23
天沼夕希子 依田　美香 谷藤さなえ 高島みどり
 (埼玉・ＶＩＰ) 21-10  (宮城・プリュム)  (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 21-15  (宮城・ﾌﾛｰﾘｽﾄ)

伊藤　直美 2 21-17 0 佐藤　敏子 藤澤　美穂 2 21-10 0 高橋　久子
 (埼玉・ＶＩＰ)  (宮城・プリュム)  (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)  (宮城・ﾌﾛｰﾘｽﾄ)

影山　伊美 朽木由香利 藤澤佳代子 武林　朋子
 (埼玉・ＶＩＰ)  (宮城・プリュム)  (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)  (宮城・ニュートラル)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W120-G 1 日付　2013/02/23 試合番号　W120-G 2 日付　2013/02/23
菊地　敦子 吉田　一世 藤村　明子 阿部なる美
 (宮城・MIXドロップ) 21- 8  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (栃木・とちまる子) 21-10  (宮城・はなもも)

佐瀬　眞理 2 21- 8 0 岡　佐知子 田嶋　昌子 2 21-15 0 佐藤　美香
 (宮城・MIXドロップ)  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (栃木・とちまる子)  (宮城・はなもも)

佐々木敦紫 高木　裕子 大谷　美穂 斎藤るり子
 (宮城・MIXドロップ)  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (栃木・とちまる子)  (宮城・はなもも)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜１２０才以上女子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　W120-G 3 日付　2013/02/23 試合番号　W120-G 4 日付　2013/02/23
藤村　明子 菊地　敦子 吉田　一世 阿部なる美
 (栃木・とちまる子) 21-17  (宮城・MIXドロップ)  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 21-19  (宮城・はなもも)

田嶋　昌子 2 21-14 0 佐瀬　眞理 岡　佐知子 2 10-21 1 佐藤　美香
 (栃木・とちまる子)  (宮城・MIXドロップ)  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA) 21-17  (宮城・はなもも)

大谷　美穂 佐々木敦紫 高木　裕子 斎藤るり子
 (栃木・とちまる子)  (宮城・MIXドロップ)  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)  (宮城・はなもも)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W120-G 5 日付　2013/02/23 試合番号　W120-G 6 日付　2013/02/23
菊地　敦子 阿部なる美 藤村　明子 吉田　一世
 (宮城・MIXドロップ) 21- 4  (宮城・はなもも)  (栃木・とちまる子) 21-14  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)

佐瀬　眞理 2 21- 9 0 佐藤　美香 田嶋　昌子 2 21-11 0 岡　佐知子
 (宮城・MIXドロップ)  (宮城・はなもも)  (栃木・とちまる子)  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)

佐々木敦紫 斎藤るり子 大谷　美穂 高木　裕子
 (宮城・MIXドロップ)  (宮城・はなもも)  (栃木・とちまる子)  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟFUTABA)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書<１２０才以上女子・順位決定トーナメント>
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　120W- 1  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　120W- 2  1回戦 日付　2013/02/24
鈴木　知子 今野あき子 吉田　一世 亀井　郁江
 (宮城・ＺＥＡＬ) 21- 6  (宮城・フェニックスⅠ)  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌF゚UTABA) 21-18  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

平野　和代 2 21- 7 0 相原　利美 岡　佐知子 2 21-10 0 佐々木章子
 (宮城・ＺＥＡＬ)  (宮城・フェニックスⅠ)  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌF゚UTABA)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

鉾建　慶子 手塚　生美 高木　裕子 尾崎　夏子
 (宮城・ＺＥＡＬ)  (宮城・チアフル)  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌF゚UTABA)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　120W- 3  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　120W- 4  1回戦 日付　2013/02/24
笹原　智江 谷藤さなえ 嶋倉　千草 三ケ田久美子
 (山形・しらとり) 21-13  (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ゙)  (宮城・Ａｏｎｅ) 21-12  (宮城・MIXドロップ)

東海林直美 2 21-12 0 藤澤　美穂 稲葉　延江 2 21-16 0 安井　裕子
 (山形・しらとり)  (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ゙)  (宮城・Ａｏｎｅ)  (宮城・MIXドロップ)

沼澤　宏子 藤澤佳代子 松田美香子 新井田恵子
 (山形・しらとり)  (岩手・都南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ゙)  (宮城・ニュートラル)  (福島・郡山ポピー)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　120W- 5  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　120W- 6  1回戦 日付　2013/02/24
阿部なる美 丹野美佐子 藤本　薫子 高島みどり
 (宮城・はなもも) 21- 9  (東京・ハミタンズ)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌF゚UTABA) 21-18  (宮城・ﾌﾛｰﾘｽﾄ)

佐藤　美香 2 21-19 0 芳賀　桂子 井上　孝枝 2 21-13 0 高橋　久子
 (宮城・はなもも)  (東京・ハミタンズ)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌF゚UTABA)  (宮城・ﾌﾛｰﾘｽﾄ)

斎藤るり子 溝口美穂里 渡部　美春 武林　朋子
 (宮城・はなもも)  (東京・ハミタンズ)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌF゚UTABA)  (宮城・ニュートラル)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　120W- 7  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　120W- 8  2回戦 日付　2013/02/24
藤井真由美 荒　　豊子 上田　彰子 鈴木　知子
 (宮城・テンショ ン２１) 24-22  (宮城・はなもも)  (熊本・体育堂WaiWai) 21- 8  (宮城・ＺＥＡＬ)

佐藤　由香 2 21- 4 0 安田理恵子 吉永圭井子 2 21- 7 0 平野　和代
 (宮城・テンショ ン２１)  (宮城・はなもも)  (熊本・体育堂WaiWai)  (宮城・ＺＥＡＬ)

多田　恵子 今野　正美 福井　奈美 鉾建　慶子
 (宮城・テンショ ン２１)  (宮城・はなもも)  (熊本・体育堂WaiWai)  (宮城・ＺＥＡＬ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　120W- 9  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　120W- 10  2回戦 日付　2013/02/24
菊池　敦子 依田　美香 高橋　実恵 吉田　一世
 (宮城・MIXドロップ) 21- 7  (宮城・プリュム)  (宮城・WIZAED) 21- 8  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

佐瀬　眞理 2 21-12 0 佐藤　敏子 佐伯　佳子 2 21-13 0 岡　佐知子
 (宮城・MIXドロップ)  (宮城・プリュム)  (宮城・プリュム)  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

佐々木敦紫 朽木由香利 市川　佑子 高木　裕子
 (宮城・MIXドロップ)  (宮城・プリュム)  (宮城・WIZAED)  (島根・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　120W- 11  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　120W- 12  2回戦 日付　2013/02/24
笹原　智江 竹内　　緑 佐々木さくら 嶋倉　千草
 (山形・しらとり) 21-16  (京都・ＢＷＡＹ)  (宮城・ＷＨＩＰ) 21-16  (宮城・Ａｏｎｅ)

東海林直美 2 21- 8 0 乗富　美穂 龍山　朋子 2 21-11 0 稲葉　延江
 (山形・しらとり)  (京都・ＢＷＡＹ)  (宮城・ＷＨＩＰ)  (宮城・Ａｏｎｅ)

沼澤　宏子 北浦　民恵 田中かおる 松田美香子
 (山形・しらとり)  (宮城・MIXドロップ)  (宮城・ＷＨＩＰ)  (宮城・ニュートラル)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　120W- 13  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　120W- 14  2回戦 日付　2013/02/24
天沼夕希子 阿部なる美 藤村　明子 藤本　薫子
 (埼玉・ＶＩＰ) 21- 5  (宮城・はなもも)  (栃木・とちまる子) 21-19  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

伊藤　直美 2 21-13 0 佐藤　美香 田嶋　昌子 2 21-15 0 井上　孝枝
 (埼玉・ＶＩＰ)  (宮城・はなもも)  (栃木・とちまる子)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

影山　伊美 斎藤るり子 大谷　美穂 渡部　美春
 (埼玉・ＶＩＰ)  (宮城・はなもも)  (栃木・とちまる子)  (鳥取・ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌ゚FUTABA)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書<１２０才以上女子・順位決定トーナメント>
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　120W- 15  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　120W- 16  3回戦 日付　2013/02/24
上滝美羽子 藤井真由美 上田　彰子 菊池　敦子
 (宮城・C　yell ) 21- 9  (宮城・テンショ ン２１)  (熊本・体育堂WaiWai) 21-11  (宮城・MIXドロップ)

寺島やよい 2 21- 6 0 佐藤　由香 吉永圭井子 2 21-18 0 佐瀬　眞理
 (宮城・MY　MUMS)  (宮城・テンショ ン２１)  (熊本・体育堂WaiWai)  (宮城・MIXドロップ)

後藤　明子 多田　恵子 福井　奈美 佐々木敦紫
 (宮城・HIROSECLUB)  (宮城・テンショ ン２１)  (熊本・体育堂WaiWai)  (宮城・MIXドロップ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　120W- 17  3回戦 日付　2013/02/24 試合番号　120W- 18  3回戦 日付　2013/02/24
笹原　智江 高橋　実恵 天沼夕希子 佐々木さくら
 (山形・しらとり) 21-15  (宮城・WIZAED)  (埼玉・ＶＩＰ) 21-10  (宮城・ＷＨＩＰ)

東海林直美 2 21- 9 0 佐伯　佳子 伊藤　直美 2 21- 9 0 龍山　朋子
 (山形・しらとり)  (宮城・プリュム)  (埼玉・ＶＩＰ)  (宮城・ＷＨＩＰ)

沼澤　宏子 市川　佑子 影山　伊美 田中かおる
 (山形・しらとり)  (宮城・WIZAED)  (埼玉・ＶＩＰ)  (宮城・ＷＨＩＰ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　120W- 19  3回戦 日付　2013/02/24 試合番号　120W- 20 準決勝 日付　2013/02/24
上滝美羽子 藤村　明子 上田　彰子 笹原　智江
 (宮城・C　yell ) 21- 6  (栃木・とちまる子)  (熊本・体育堂WaiWai) 21-10  (山形・しらとり)

寺島やよい 2 21- 3 0 田嶋　昌子 吉永圭井子 2 21-15 0 東海林直美
 (宮城・MY　MUMS)  (栃木・とちまる子)  (熊本・体育堂WaiWai)  (山形・しらとり)

後藤　明子 大谷　美穂 福井　奈美 沼澤　宏子
 (宮城・HIROSECLUB)  (栃木・とちまる子)  (熊本・体育堂WaiWai)  (山形・しらとり)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　120W- 21 準決勝 日付　2013/02/24 試合番号　120W- 22 決勝 日付　2013/02/24
上滝美羽子 天沼夕希子 上滝美羽子 上田　彰子
 (宮城・C　yell ) 21-17  (埼玉・ＶＩＰ)  (宮城・C　yell) 19-21  (熊本・体育堂WaiWai)

寺島やよい 2 25-23 0 伊藤　直美 寺島やよい 2 21-19 1 吉永圭井子
 (宮城・MY　MUMS)  (埼玉・ＶＩＰ)  (宮城・MY　MUMS) 21-12  (熊本・体育堂WaiWai)

後藤　明子 影山　伊美 後藤　明子 福井　奈美
 (宮城・HIROSECLUB)  (埼玉・ＶＩＰ)  (宮城・HIROSECLUB)  (熊本・体育堂WaiWai)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜１５０才以上女子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　W150-A 1 日付　2013/02/23 試合番号　W150-A 2 日付　2013/02/23
谷脇　洋子 小野寺千枝子 谷脇　洋子 岡田　充子
 (福岡・ひよこ) 21-11  (宮城・ＷＨＩＰ)  (福岡・ひよこ) 21-17  (千葉・shot’０４)

池口　治美 2 21-17 0 菊田　和子 池口　治美 2 21- 8 0 中村あゆみ
 (福岡・ひよこ)  (宮城・ＷＨＩＰ)  (福岡・ひよこ)  (千葉・shot’０４)

九郎丸留美子 田口　淑恵 九郎丸留美子 菊池　浜子
 (福岡・ひよこ)  (宮城・ＷＨＩＰ)  (福岡・ひよこ)  (千葉・shot’０４)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-A 3 日付　2013/02/23
岡田　充子 小野寺千枝子
 (千葉・shot’０４) 21-14  (宮城・ＷＨＩＰ)

中村あゆみ 2 21-13 0 菊田　和子
 (千葉・shot’０４)  (宮城・ＷＨＩＰ)

菊池　浜子 田口　淑恵
 (千葉・shot’０４)  (宮城・ＷＨＩＰ)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-B 1 日付　2013/02/23 試合番号　W150-B 2 日付　2013/02/23
前野ゆき子 古澤　優子 前野ゆき子 本田アツ子
 (東京・宇宙（そら）) 21-12  (宮城・ＷＨＩＰ)  (東京・宇宙（そら）) 21-15  (宮城・フェニックスⅠ)

岩瀬　麗子 2 21-10 0 高橋ひろみ 岩瀬　麗子 2 24-26 1 吉田　貞子
 (東京・宇宙（そら）)  (宮城・ＷＨＩＰ)  (東京・宇宙（そら）) 21- 8  (宮城・TATIMATICLUB)

福士めい子 木村のり子 福士めい子 吉野百合子
 (東京・宇宙（そら）)  (宮城・ＷＨＩＰ)  (東京・宇宙（そら）)  (宮城・フェニックスⅠ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-B 3 日付　2013/02/23
古澤　優子 本田アツ子
 (宮城・ＷＨＩＰ) 21-18  (宮城・フェニックスⅠ)

高橋ひろみ 2 21-15 0 吉田　貞子
 (宮城・ＷＨＩＰ)  (宮城・TATIMATICLUB)

木村のり子 吉野百合子
 (宮城・ＷＨＩＰ)  (宮城・フェニックスⅠ)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-C 1 日付　2013/02/23 試合番号　W150-C 2 日付　2013/02/23
古賀ひとみ 浅野　敦子 古賀ひとみ 金井　恵子
 (福岡・ｸﾘｱﾚﾃﾞｨｰｽ) 21-15  (宮城・MIXドロップ)  (福岡・ｸﾘｱﾚﾃﾞｨｰｽ) 21- 5  (埼玉・鴻巣ピュア)

川谷　明子 2 21-11 0 浜田香代子 川谷　明子 2 21- 6 0 野澤美弥子
 (福岡・ｸﾘｱﾚﾃﾞｨｰｽ)  (宮城・MIXドロップ)  (福岡・ｸﾘｱﾚﾃﾞｨｰｽ)  (埼玉・鴻巣ピュア)

岩下美千代 松本　淳子 岩下美千代 木博　敦子
 (福岡・ｸﾘｱﾚﾃﾞｨｰｽ)  (宮城・MIXドロップ)  (福岡・ｸﾘｱﾚﾃﾞｨｰｽ)  (埼玉・鴻巣ピュア)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-C 3 日付　2013/02/23
浅野　敦子 金井　恵子
 (宮城・MIXドロップ) 22-20  (埼玉・鴻巣ピュア)

浜田香代子 2 21-17 0 野澤美弥子
 (宮城・MIXドロップ)  (埼玉・鴻巣ピュア)

松本　淳子 木博　敦子
 (宮城・MIXドロップ)  (埼玉・鴻巣ピュア)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-D 1 日付　2013/02/23 試合番号　W150-D 2 日付　2013/02/23
田村　早苗 阿部　安子 田村　早苗 荻原よしえ
 (愛知・春日井) 21- 4  (東京・マ－ガレット)  (愛知・春日井) 21-12  (宮城・羽衣クラブ)

霜　　恭子 2 21- 5 0 岩田　圭子 霜　　恭子 2 21- 7 0 伊藤冨美惠
 (愛知・春日井)  (東京・マ－ガレット)  (愛知・春日井)  (宮城・羽衣クラブ)

鈴木たまみ 川越　京子 鈴木たまみ 佐藤栄美子
 (愛知・春日井)  (東京・マ－ガレット)  (愛知・春日井)  (宮城・羽衣クラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜１５０才以上女子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　W150-D 3 日付　2013/02/23
荻原よしえ 阿部　安子
 (宮城・羽衣クラブ) 21-11  (東京・マ－ガレット)

伊藤冨美惠 2 21-18 0 岩田　圭子
 (宮城・羽衣クラブ)  (東京・マ－ガレット)

佐藤栄美子 川越　京子
 (宮城・羽衣クラブ)  (東京・マ－ガレット)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-E 1 日付　2013/02/23 試合番号　W150-E 2 日付　2013/02/23
梅田　真澄 涌井江以子 作間　礼子 涌井江以子
 (福岡・博多っ子純情) 21-16  (栃木・とちまる子)  (宮城・ＺＥＡＬ) 21- 9  (栃木・とちまる子)

宮瀬　聡美 2 21-13 0 鈴木　芳江 今野　秀子 2 21-17 0 鈴木　芳江
 (福岡・博多っ子純情)  (栃木・とちまる子)  (宮城・ＺＥＡＬ)  (栃木・とちまる子)

仁田原智都子 飯田　一美 文屋　和枝 飯田　一美
 (福岡・博多っ子純情)  (栃木・とちまる子)  (宮城・ＺＥＡＬ)  (栃木・とちまる子)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-E 3 日付　2013/02/23
梅田　真澄 作間　礼子
 (福岡・博多っ子純情) 21-15  (宮城・ＺＥＡＬ)

宮瀬　聡美 2 21-15 0 今野　秀子
 (福岡・博多っ子純情)  (宮城・ＺＥＡＬ)

仁田原智都子 文屋　和枝
 (福岡・博多っ子純情)  (宮城・ＺＥＡＬ)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-F 1 日付　2013/02/23 試合番号　W150-F 2 日付　2013/02/23
千葉　幸子 西村はる恵 千葉　幸子 工藤　秋子
 (宮城・羽衣クラブ) 21- 7  (東京・宇宙（そら）)  (宮城・羽衣クラブ) 21- 8  (宮城・TATIMATICLUB)

遠田　昌子 2 21-10 0 町田　信代 遠田　昌子 2 21-17 0 小板橋雅子
 (宮城・羽衣クラブ)  (東京・宇宙（そら）)  (宮城・羽衣クラブ)  (宮城・TATIMATICLUB)

沼田　知子 若狭恵理子 沼田　知子 八巻由貴子
 (宮城・羽衣クラブ)  (東京・宇宙（そら）)  (宮城・羽衣クラブ)  (宮城・TATIMATICLUB)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-F 3 日付　2013/02/23
西村はる恵 工藤　秋子
 (東京・宇宙（そら）) 21-15  (宮城・TATIMATICLUB)

町田　信代 2 21-14 0 小板橋雅子
 (東京・宇宙（そら）)  (宮城・TATIMATICLUB)

若狭恵理子 八巻由貴子
 (東京・宇宙（そら）)  (宮城・TATIMATICLUB)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-G 1 日付　2013/02/23 試合番号　W150-G 2 日付　2013/02/23
佐藤美代子 青木　幸子 佐藤美代子 太田　末子
 (山形・ヴィ－ナス) 21- 7  (長野・ＭＩＵ)  (山形・ヴィ－ナス) 21-12  (宮城・羽衣クラブ)

板垣　尚美 2 21- 7 0 成沢　　泉 板垣　尚美 2 21-10 0 高橋　純子
 (山形・ヴィ－ナス)  (長野・ＭＩＵ)  (山形・ヴィ－ナス)  (宮城・フェニックスⅠ)

武田　弘美 武舎　康子 武田　弘美 安藤千賀子
 (山形・ヴィ－ナス)  (長野・ＭＩＵ)  (山形・ヴィ－ナス)  (宮城・フェニックスⅠ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-G 3 日付　2013/02/23
太田　末子 青木　幸子
 (宮城・羽衣クラブ) 21- 7  (長野・ＭＩＵ)

高橋　純子 2 21-11 0 成沢　　泉
 (宮城・フェニックスⅠ)  (長野・ＭＩＵ)

安藤千賀子 武舎　康子
 (宮城・フェニックスⅠ)  (長野・ＭＩＵ)

開始時刻　 終了時刻　
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平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　W150-H 1 日付　2013/02/23 試合番号　W150-H 2 日付　2013/02/23
佐藤　明美 千葉　節子 樗木真智子 千葉　節子
 (山形・しらとり) 21-17  (宮城・羽衣クラブ)  (東京・宇宙（そら）) 21-18  (宮城・羽衣クラブ)

工藤ちよ子 2 21-18 0 千葉恵美子 小林　晶子 2 21-17 0 千葉恵美子
 (山形・しらとり)  (宮城・羽衣クラブ)  (東京・宇宙（そら）)  (宮城・羽衣クラブ)

遠藤美代子 八木　玲子 早川　尋美 八木　玲子
 (山形・しらとり)  (宮城・羽衣クラブ)  (東京・宇宙（そら）)  (宮城・羽衣クラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-H 3 日付　2013/02/23
佐藤　明美 樗木真智子
 (山形・しらとり) 21-13  (東京・宇宙（そら）)

工藤ちよ子 2 21- 8 0 小林　晶子
 (山形・しらとり)  (東京・宇宙（そら）)

遠藤美代子 早川　尋美
 (山形・しらとり)  (東京・宇宙（そら）)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-I 1 日付　2013/02/23 試合番号　W150-I 2 日付　2013/02/23
梯　　栄子 吉野　　緑 梯　　栄子 阪口　育子
 (埼玉・鴻巣ピュア) 21-11  (宮城・クレヨンパトラ )  (埼玉・鴻巣ピュア) 21-12  (滋賀・LATOUR)

青柳貴美子 2 24-22 0 大泉さなえ 青柳貴美子 2 21- 4 0 牛水　正子
 (埼玉・鴻巣ピュア)  (宮城・クレヨンパトラ )  (埼玉・鴻巣ピュア)  (滋賀・LATOUR)

西村　智旭 長屋　律子 西村　智旭 寺田　敬子
 (埼玉・鴻巣ピュア)  (宮城・クレヨンパトラ )  (埼玉・鴻巣ピュア)  (滋賀・LATOUR)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-I 3 日付　2013/02/23
吉野　　緑 阪口　育子
 (宮城・クレヨンパトラ ) 21-17  (滋賀・LATOUR)

大泉さなえ 2 15-21 1 牛水　正子
 (宮城・クレヨンパトラ ) 21-11  (滋賀・LATOUR)

長屋　律子 寺田　敬子
 (宮城・クレヨンパトラ )  (滋賀・LATOUR)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-J 1 日付　2013/02/23 試合番号　W150-J 2 日付　2013/02/23
豊原　俊美 小峰　睦美 芋田　尚美 豊原　俊美
 (神奈川・どようくらぶ) 21- 7  (栃木・とちまる子)  (宮城・ＺＥＡＬ) 21-15  (神奈川・どようくらぶ)

高橋　靖子 2 21-12 0 松平　和子 木皿　裕美 2 21- 9 0 高橋　靖子
 (神奈川・どようくらぶ)  (栃木・とちまる子)  (宮城・ＺＥＡＬ)  (神奈川・どようくらぶ)

大塚千賀子 大谷恵美子 横山　美子 大塚千賀子
 (神奈川・どようくらぶ)  (栃木・とちまる子)  (宮城・ＺＥＡＬ)  (神奈川・どようくらぶ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-J 3 日付　2013/02/23
芋田　尚美 小峰　睦美
 (宮城・ＺＥＡＬ) 21- 9  (栃木・とちまる子)

木皿　裕美 2 21- 5 0 松平　和子
 (宮城・ＺＥＡＬ)  (栃木・とちまる子)

横山　美子 大谷恵美子
 (宮城・ＺＥＡＬ)  (栃木・とちまる子)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-K 1 日付　2013/02/23 試合番号　W150-K 2 日付　2013/02/23
佐藤　　忍 須藤　真弓 葛巻　茂子 山田　幸子
 (宮城・MY　MUMS) 21- 7  (山形・クイーンクラブ)  (岩手・ひめかみ) 19-21  (栃木・とちまる子)

佐藤由美子 2 21- 6 0 清野美重子 小野寺正子 2 21-16 1 森　　智子
 (宮城・ニュートラル)  (山形・クイーンクラブ)  (宮城・気仙沼) 21-16  (栃木・とちまる子)

小原　真澄 大場美香子 大志田　道 霧生　教子
 (宮城・MY　MUMS)  (山形・クイーンクラブ)  (岩手・ひめかみ)  (栃木・とちまる子)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜１５０才以上女子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　W150-K 3 日付　2013/02/23 試合番号　W150-K 4 日付　2013/02/23
佐藤　　忍 山田　幸子 葛巻　茂子 須藤　真弓
 (宮城・MY　MUMS) 21-10  (栃木・とちまる子)  (岩手・ひめかみ) 21-13  (山形・クイーンクラブ)

佐藤由美子 2 21- 8 0 森　　智子 小野寺正子 2 22-20 0 清野美重子
 (宮城・ニュートラル)  (栃木・とちまる子)  (宮城・気仙沼)  (山形・クイーンクラブ)

小原　真澄 霧生　教子 大志田　道 大場美香子
 (宮城・MY　MUMS)  (栃木・とちまる子)  (岩手・ひめかみ)  (山形・クイーンクラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-K 5 日付　2013/02/23 試合番号　W150-K 6 日付　2013/02/23
佐藤　　忍 葛巻　茂子 山田　幸子 須藤　真弓
 (宮城・MY　MUMS) 21- 5  (岩手・ひめかみ)  (栃木・とちまる子) 21-19  (山形・クイーンクラブ)

佐藤由美子 2 21-13 0 小野寺正子 森　　智子 2 18-21 1 清野美重子
 (宮城・ニュートラル)  (宮城・気仙沼)  (栃木・とちまる子) 21-12  (山形・クイーンクラブ)

小原　真澄 大志田　道 霧生　教子 大場美香子
 (宮城・MY　MUMS)  (岩手・ひめかみ)  (栃木・とちまる子)  (山形・クイーンクラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-L 1 日付　2013/02/23 試合番号　W150-L 2 日付　2013/02/23
佐藤　利子 岩渕みどり 長島真紀子 鳴海みゆき
 (東京・やよい) 21- 9  (宮城・高砂クラブ)  (埼玉・鴻巣ピュア) 21- 8  (宮城・テンショ ン２１)

国府田春美 2 21-17 0 舘沢　育美 酒井　里子 2 21-16 0 杉野多恵子
 (東京・やよい)  (宮城・MY　MUMS)  (埼玉・鴻巣ピュア)  (宮城・テンショ ン２１)

上田佳代子 石川　裕子 萩原　豊子 阿部　智子
 (東京・やよい)  (宮城・MY　MUMS)  (埼玉・鴻巣ピュア)  (宮城・クレヨンパトラ )

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-L 3 日付　2013/02/23 試合番号　W150-L 4 日付　2013/02/23
佐藤　利子 長島真紀子 岩渕みどり 鳴海みゆき
 (東京・やよい) 21-13  (埼玉・鴻巣ピュア)  (宮城・高砂クラブ) 21-16  (宮城・テンショ ン２１)

国府田春美 2 21-18 0 酒井　里子 舘沢　育美 2 21- 8 0 杉野多恵子
 (東京・やよい)  (埼玉・鴻巣ピュア)  (宮城・MY　MUMS)  (宮城・テンショ ン２１)

上田佳代子 萩原　豊子 石川　裕子 阿部　智子
 (東京・やよい)  (埼玉・鴻巣ピュア)  (宮城・MY　MUMS)  (宮城・クレヨンパトラ )

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W150-L 5 日付　2013/02/23 試合番号　W150-L 6 日付　2013/02/23
佐藤　利子 鳴海みゆき 岩渕みどり 長島真紀子
 (東京・やよい) 21- 7  (宮城・テンショ ン２１)  (宮城・高砂クラブ) 21- 9  (埼玉・鴻巣ピュア)

国府田春美 2 21- 3 0 杉野多恵子 舘沢　育美 2 21-13 0 酒井　里子
 (東京・やよい)  (宮城・テンショ ン２１)  (宮城・MY　MUMS)  (埼玉・鴻巣ピュア)

上田佳代子 阿部　智子 石川　裕子 萩原　豊子
 (東京・やよい)  (宮城・クレヨンパトラ )  (宮城・MY　MUMS)  (埼玉・鴻巣ピュア)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書<１５０才以上女子・順位決定トーナメント>
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　150W- 1  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 2  1回戦 日付　2013/02/24
工藤　秋子 山田　幸子 須藤　真弓 本田アツ子
 (宮城・TATIMATICLUB) 21-15  (栃木・とちまる子)  (山形・クイーンクラブ) 21-12  (宮城・フェニックスⅠ)

小板橋雅子 2 21- 8 0 森　　智子 清野美重子 2 21-12 0 吉田　貞子
 (宮城・TATIMATICLUB)  (栃木・とちまる子)  (山形・クイーンクラブ)  (宮城・TATIMATICLUB)

八巻由貴子 霧生　教子 大場美香子 吉野百合子
 (宮城・TATIMATICLUB)  (栃木・とちまる子)  (山形・クイーンクラブ)  (宮城・フェニックスⅠ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 3  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 4  1回戦 日付　2013/02/24
小峰　睦美 青木　幸子 千葉　節子 阪口　育子
 (栃木・とちまる子) 21-18  (長野・ＭＩＵ)  (宮城・羽衣クラブ) 21-15  (滋賀・LATOUR)

松平　和子 2 21-10 0 成沢　　泉 千葉恵美子 2 17-21 1 牛水　正子
 (栃木・とちまる子)  (長野・ＭＩＵ)  (宮城・羽衣クラブ) 21-11  (滋賀・LATOUR)

大谷恵美子 武舎　康子 八木　玲子 寺田　敬子
 (栃木・とちまる子)  (長野・ＭＩＵ)  (宮城・羽衣クラブ)  (滋賀・LATOUR)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 5  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 6  1回戦 日付　2013/02/24
鳴海みゆき 小野寺千枝子 涌井江以子 長島真紀子
 (宮城・テンショ ン２１) 21-19  (宮城・ＷＨＩＰ)  (栃木・とちまる子) 21-15  (埼玉・鴻巣ピュア)

杉野多恵子 2 21-12 0 菊田　和子 鈴木　芳江 2 21-16 0 酒井　里子
 (宮城・テンショ ン２１)  (宮城・ＷＨＩＰ)  (栃木・とちまる子)  (埼玉・鴻巣ピュア)

阿部　智子 田口　淑恵 飯田　一美 萩原　豊子
 (宮城・クレヨンパトラ )  (宮城・ＷＨＩＰ)  (栃木・とちまる子)  (埼玉・鴻巣ピュア)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 7  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 8  2回戦 日付　2013/02/24
谷脇　洋子 工藤　秋子 豊原　俊美 石垣　節子
 (福岡・ひよこ) 21-10  (宮城・TATIMATICLUB)  (神奈川・どようくらぶ) 17-21  (宮城・Aone)

池口　治美 2 21-10 0 小板橋雅子 高橋　靖子 2 21-17 1 高橋　純子
 (福岡・ひよこ)  (宮城・TATIMATICLUB)  (神奈川・どようくらぶ) 21-15  (宮城・フェニックスⅠ)

九郎丸留美子 八巻由貴子 大塚千賀子 安藤千賀子
 (福岡・ひよこ)  (宮城・TATIMATICLUB)  (神奈川・どようくらぶ)  (宮城・フェニックスⅠ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 9  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 10  2回戦 日付　2013/02/24
梯　　栄子 古澤　優子 佐藤　明美 金井　恵子
 (埼玉・鴻巣ピュア) 21-15  (宮城・ＷＨＩＰ)  (山形・しらとり) 21-13  (埼玉・鴻巣ピュア)

青柳貴美子 2 21-11 0 高橋ひろみ 工藤ちよ子 2 21- 8 0 野澤美弥子
 (埼玉・鴻巣ピュア)  (宮城・ＷＨＩＰ)  (山形・しらとり)  (埼玉・鴻巣ピュア)

西村　智旭 木村のり子 遠藤美代子 木博　敦子
 (埼玉・鴻巣ピュア)  (宮城・ＷＨＩＰ)  (山形・しらとり)  (埼玉・鴻巣ピュア)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 11  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 12  2回戦 日付　2013/02/24
梅田　真澄 須藤　真弓 佐藤　利子 浅野　敦子
 (福岡・博多っ子純情) 21- 9  (山形・クイーンクラブ)  (東京・やよい) 21-17  (宮城・MIXドロップ)

宮瀬　聡美 2 21-10 0 清野美重子 国府田春美 2 21-12 0 浜田香代子
 (福岡・博多っ子純情)  (山形・クイーンクラブ)  (東京・やよい)  (宮城・MIXドロップ)

仁田原智都子 大場美香子 上田佳代子 松本　淳子
 (福岡・博多っ子純情)  (山形・クイーンクラブ)  (東京・やよい)  (宮城・MIXドロップ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 13  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 14  2回戦 日付　2013/02/24
西村はる恵 葛巻　茂子 田村　早苗 小峰　睦美
 (東京・宇宙（そら）) 21-15  (岩手・ひめかみ)  (愛知・春日井) 21- 4  (栃木・とちまる子)

町田　信代 2 21- 9 0 小野寺正子 霜　　恭子 2 21-10 0 松平　和子
 (東京・宇宙（そら）)  (宮城・気仙沼)  (愛知・春日井)  (栃木・とちまる子)

若狭恵理子 大志田　道 鈴木たまみ 大谷恵美子
 (東京・宇宙（そら）)  (岩手・ひめかみ)  (愛知・春日井)  (栃木・とちまる子)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書<１５０才以上女子・順位決定トーナメント>
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　150W- 15  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 16  2回戦 日付　2013/02/24
古賀ひとみ 千葉　節子 岩渕みどり 作間　礼子
 (福岡・ｸﾘｱﾚﾃ゙ ｨｰｽ) 21- 7  (宮城・羽衣クラブ)  (宮城・高砂クラブ)  8-21  (宮城・ＺＥＡＬ)

川谷　明子 2 21-12 0 千葉恵美子 舘沢　育美 2 21-18 1 今野　秀子
 (福岡・ｸﾘｱﾚﾃ゙ ｨｰｽ)  (宮城・羽衣クラブ)  (宮城・MY　MUMS) 22-20  (宮城・ＺＥＡＬ)

岩下美千代 八木　玲子 石川　裕子 文屋　和枝
 (福岡・ｸﾘｱﾚﾃ゙ ｨｰｽ)  (宮城・羽衣クラブ)  (宮城・MY　MUMS)  (宮城・ＺＥＡＬ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 17  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 18  2回戦 日付　2013/02/24
佐藤　　忍 荻原よしえ 千葉　幸子 鳴海みゆき
 (宮城・MY　MUMS) 21-14  (宮城・羽衣クラブ)  (宮城・羽衣クラブ) 21-10  (宮城・テンショ ン２１)

佐藤由美子 2 21- 6 0 伊藤冨美惠 遠田　昌子 2 21-12 0 杉野多恵子
 (宮城・ニュートラル)  (宮城・羽衣クラブ)  (宮城・羽衣クラブ)  (宮城・テンショ ン２１)

小原　真澄 佐藤栄美子 沼田　知子 阿部　智子
 (宮城・MY　MUMS)  (宮城・羽衣クラブ)  (宮城・羽衣クラブ)  (宮城・クレヨンパトラ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 19  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 20  2回戦 日付　2013/02/24
佐藤美代子 阿部　安子 岡田　充子 芋田　尚美
 (山形・ヴィ－ナス) 21- 6  (東京・マ－ガレット)  (千葉・shot’０４) 22-20  (宮城・ＺＥＡＬ)

板垣　尚美 2 21- 4 0 岩田　圭子 中村あゆみ 2 21-23 1 木皿　裕美
 (山形・ヴィ－ナス)  (東京・マ－ガレット)  (千葉・shot’０４) 21-16  (宮城・ＺＥＡＬ)

武田　弘美 川越　京子 菊池　浜子 横山　美子
 (秋田・ヴィ－ナス)  (東京・マ－ガレット)  (千葉・shot’０４)  (宮城・ＺＥＡＬ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 21  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 22  2回戦 日付　2013/02/24
吉野　　緑 樗木真智子 涌井江以子 前野ゆき子
 (宮城・クレヨンパトラ ) 21-17  (東京・宇宙（そら）)  (栃木・とちまる子) 18-21  (東京・宇宙（そら）)

大泉さなえ 2 21-19 0 小林　晶子 鈴木　芳江 2 21-14 1 岩瀬　麗子
 (宮城・クレヨンパトラ )  (東京・宇宙（そら）)  (栃木・とちまる子) 21-19  (東京・宇宙（そら）)

長屋　律子 早川　尋美 飯田　一美 福士めい子
 (宮城・クレヨンパトラ )  (東京・宇宙（そら）)  (栃木・とちまる子)  (東京・宇宙（そら）)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 23  3回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 24  3回戦 日付　2013/02/24
谷脇　洋子 豊原　俊美 梯　　栄子 佐藤　明美
 (福岡・ひよこ) 21-16  (神奈川・どようくらぶ)  (埼玉・鴻巣ピュア) 21-14  (山形・しらとり)

池口　治美 2 21- 9 0 高橋　靖子 青柳貴美子 2 21-15 0 工藤ちよ子
 (福岡・ひよこ)  (神奈川・どようくらぶ)  (埼玉・鴻巣ピュア)  (山形・しらとり)

九郎丸留美子 大塚千賀子 西村　智旭 遠藤美代子
 (福岡・ひよこ)  (神奈川・どようくらぶ)  (埼玉・鴻巣ピュア)  (山形・しらとり)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 25  3回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 26  3回戦 日付　2013/02/24
佐藤　利子 梅田　真澄 田村　早苗 西村はる恵
 (東京・やよい) 22-20  (福岡・博多っ子純情)  (愛知・春日井) 21- 7  (東京・宇宙（そら）)

国府田春美 2 21-11 0 宮瀬　聡美 霜　　恭子 2 21-16 0 町田　信代
 (東京・やよい)  (福岡・博多っ子純情)  (愛知・春日井)  (東京・宇宙（そら）)

上田佳代子 仁田原智都子 鈴木たまみ 若狭恵理子
 (東京・やよい)  (福岡・博多っ子純情)  (愛知・春日井)  (東京・宇宙（そら）)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 27  3回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 28  3回戦 日付　2013/02/24
古賀ひとみ 岩渕みどり 佐藤　　忍 千葉　幸子
 (福岡・ｸﾘｱﾚﾃ゙ ｨｰｽ) 21-14  (宮城・高砂クラブ)  (宮城・MY　MUMS) 21-17  (宮城・羽衣クラブ)

川谷　明子 2 21- 9 0 舘沢　育美 佐藤由美子 2 21-14 0 遠田　昌子
 (福岡・ｸﾘｱﾚﾃ゙ ｨｰｽ)  (宮城・MY　MUMS)  (宮城・ニュートラル)  (宮城・羽衣クラブ)

岩下美千代 石川　裕子 小原　真澄 沼田　知子
 (福岡・ｸﾘｱﾚﾃ゙ ｨｰｽ)  (宮城・MY　MUMS)  (宮城・MY　MUMS)  (宮城・羽衣クラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書<１５０才以上女子・順位決定トーナメント>
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　150W- 29  3回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 30  3回戦 日付　2013/02/24
佐藤美代子 岡田　充子 涌井江以子 吉野　　緑
 (山形・ヴィ－ナス) 21-18  (千葉・shot’０４)  (栃木・とちまる子) 21-23  (宮城・クレヨンパトラ)

板垣　尚美 2 21- 9 0 中村あゆみ 鈴木　芳江 2 21-17 1 大泉さなえ
 (山形・ヴィ－ナス)  (千葉・shot’０４)  (栃木・とちまる子) 21- 9  (宮城・クレヨンパトラ)

武田　弘美 菊池　浜子 飯田　一美 長屋　律子
 (秋田・ヴィ－ナス)  (千葉・shot’０４)  (栃木・とちまる子)  (宮城・クレヨンパトラ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 31  4回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 32  4回戦 日付　2013/02/24
谷脇　洋子 梯　　栄子 田村　早苗 佐藤　利子
 (福岡・ひよこ) 21-11  (埼玉・鴻巣ピュア)  (愛知・春日井) 21-18  (東京・やよい)

池口　治美 2 21-14 0 青柳貴美子 霜　　恭子 2 21-15 0 国府田春美
 (福岡・ひよこ)  (埼玉・鴻巣ピュア)  (愛知・春日井)  (東京・やよい)

九郎丸留美子 西村　智旭 鈴木たまみ 上田佳代子
 (福岡・ひよこ)  (埼玉・鴻巣ピュア)  (愛知・春日井)  (東京・やよい)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 33  4回戦 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 34  4回戦 日付　2013/02/24
古賀ひとみ 佐藤　　忍 佐藤美代子 涌井江以子
 (福岡・ｸﾘｱﾚﾃ゙ ｨｰｽ) 26-24  (宮城・MY　MUMS)  (山形・ヴィ－ナス) 21-13  (栃木・とちまる子)

川谷　明子 2 21-12 0 佐藤由美子 板垣　尚美 2 21- 7 0 鈴木　芳江
 (福岡・ｸﾘｱﾚﾃ゙ ｨｰｽ)  (宮城・ニュートラル)  (山形・ヴィ－ナス)  (栃木・とちまる子)

岩下美千代 小原　真澄 武田　弘美 飯田　一美
 (福岡・ｸﾘｱﾚﾃ゙ ｨｰｽ)  (宮城・MY　MUMS)  (秋田・ヴィ－ナス)  (栃木・とちまる子)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 35 準決勝 日付　2013/02/24 試合番号　150W- 36 準決勝 日付　2013/02/24
田村　早苗 谷脇　洋子 佐藤美代子 古賀ひとみ
 (愛知・春日井) 18-21  (福岡・ひよこ)  (山形・ヴィ－ナス) 21-18  (福岡・ｸﾘｱﾚﾃ゙ ｨｰｽ)

霜　　恭子 2 21-11 1 池口　治美 板垣　尚美 2 16-21 1 川谷　明子
 (愛知・春日井) 21-16  (福岡・ひよこ)  (山形・ヴィ－ナス) 23-21  (福岡・ｸﾘｱﾚﾃ゙ ｨｰｽ)

鈴木たまみ 九郎丸留美子 武田　弘美 岩下美千代
 (愛知・春日井)  (福岡・ひよこ)  (秋田・ヴィ－ナス)  (福岡・ｸﾘｱﾚﾃ゙ ｨｰｽ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　150W- 37 決勝 日付　2013/02/24
田村　早苗 佐藤美代子
 (愛知・春日井) 21-15  (山形・ヴィ－ナス)

霜　　恭子 2 21-18 0 板垣　尚美
 (愛知・春日井)  (山形・ヴィ－ナス)

鈴木たまみ 武田　弘美
 (愛知・春日井)  (秋田・ヴィ－ナス)

開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜１８０才以上女子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　W180-A 1 日付　2013/02/23 試合番号　W180-A 2 日付　2013/02/23
乃美喜代子 山田　久代 乃美喜代子 石井　美穂
 (兵庫・宝塚) 12-21  (宮城・MIXドロップ)  (兵庫・宝塚) 11-21  (東京・セキレイクラブ)

酒巻美代子 2 21-18 1 斎藤つい子 酒巻美代子 2 21-10 1 黒田　幸子
 (兵庫・宝塚) 21-17  (宮城・MIXドロップ)  (兵庫・宝塚) 21-17  (東京・セキレイクラブ)

市岡真知子 菅原美恵子 市岡真知子 大川　壽美
 (兵庫・宝塚)  (宮城・MIXドロップ)  (兵庫・宝塚)  (東京・セキレイクラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W180-A 3 日付　2013/02/23
山田　久代 石井　美穂
 (宮城・MIXドロップ) 21-11  (東京・セキレイクラブ)

斎藤つい子 2 21-19 0 黒田　幸子
 (宮城・MIXドロップ)  (東京・セキレイクラブ)

菅原美恵子 大川　壽美
 (宮城・MIXドロップ)  (東京・セキレイクラブ)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W180-B 1 日付　2013/02/23 試合番号　W180-B 2 日付　2013/02/23
二階堂彰子 新関　保子 二階堂彰子 大内　恵子
 (宮城・ばどる) 21-12  (山形・霞城の友ｽﾎﾟｰﾂ愛好会)  (宮城・ばどる) 21- 9  (宮城・MIXドロップ)

古橋　清子 2 21-10 0 小沢　町子 古橋　清子 2 21-13 0 阿部　和子
 (宮城・ばどる)  (山形・霞城の友ｽﾎﾟｰﾂ愛好会)  (宮城・ばどる)  (宮城・MIXドロップ)

金上　洋子 村上きよ子 金上　洋子 佐藤　初美
 (宮城・ばどる)  (山形・霞城の友ｽﾎﾟｰﾂ愛好会)  (宮城・ばどる)  (宮城・MIXドロップ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W180-B 3 日付　2013/02/23
大内　恵子 新関　保子
 (宮城・MIXドロップ) 21- 9  (山形・霞城の友ｽﾎﾟｰﾂ愛好会)

阿部　和子 2 21-15 0 小沢　町子
 (宮城・MIXドロップ)  (山形・霞城の友ｽﾎﾟｰﾂ愛好会)

佐藤　初美 村上きよ子
 (宮城・MIXドロップ)  (山形・霞城の友ｽﾎﾟｰﾂ愛好会)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W180-C 1 日付　2013/02/23 試合番号　W180-C 2 日付　2013/02/23
加藤つもり 三好　和子 安斎　裕子 三好　和子
 (山形・紅花ｽﾎﾟｰﾂ愛好会) 20-22  (福岡・昔のﾔﾝｸﾞﾁｰﾑ)  (宮城・MIXドロップ) 21-17  (福岡・昔のﾔﾝｸﾞﾁｰﾑ)

齋藤　啓子 2 22-20 1 前原久美子 佐瀬由美子 2 21- 7 0 前原久美子
 (山形・紅花ｽﾎﾟｰﾂ愛好会) 21-18  (福岡・昔のﾔﾝｸﾞﾁｰﾑ)  (宮城・MIXドロップ)  (福岡・昔のﾔﾝｸﾞﾁｰﾑ)

荒木　房子 百田　悦子 佐藤すみ子 百田　悦子
 (新潟・新潟県教職員連盟)  (福岡・昔のﾔﾝｸﾞﾁｰﾑ)  (宮城・けやきクラブ)  (福岡・昔のﾔﾝｸﾞﾁｰﾑ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W180-C 3 日付　2013/02/23
安斎　裕子 加藤つもり
 (宮城・MIXドロップ) 21-10  (山形・紅花ｽﾎﾟｰﾂ愛好会)

佐瀬由美子 2 21-13 0 齋藤　啓子
 (宮城・MIXドロップ)  (山形・紅花ｽﾎﾟｰﾂ愛好会)

佐藤すみ子 荒木　房子
 (宮城・けやきクラブ)  (新潟・新潟県教職員連盟)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W180-D 1 日付　2013/02/23 試合番号　W180-D 2 日付　2013/02/23
佐藤　順子 齋藤　孝子 佐藤　順子 山﨑あや子
 (宮城・ＺＥＥＬ) 21- 6  (山形・シャトルクラブ)  (宮城・ＺＥＥＬ) 21-16  (埼玉・上尾クラブ)

髙橋　京子 2 21- 7 0 伊藤みち子 髙橋　京子 2 17-21 1 山口とし子
 (宮城・ＺＥＥＬ)  (山形・シャトルクラブ)  (宮城・ＺＥＥＬ) 21-15  (埼玉・上尾クラブ)

吉田聖羽子 井場つや子 吉田聖羽子 北川　妙子
 (宮城・PHOENIXいずみ)  (山形・シャトルクラブ)  (宮城・PHOENIXいずみ)  (埼玉・上尾クラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書＜１８０才以上女子・予選リーグ戦＞
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　W180-D 3 日付　2013/02/23
山﨑あや子 齋藤　孝子
 (埼玉・上尾クラブ) 21-15  (山形・シャトルクラブ)

山口とし子 2 21- 9 0 伊藤みち子
 (埼玉・上尾クラブ)  (山形・シャトルクラブ)

北川　妙子 井場つや子
 (埼玉・上尾クラブ)  (山形・シャトルクラブ)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W180-E 1 日付　2013/02/23 試合番号　W180-E 2 日付　2013/02/23
米口　順子 千葉　厚子 米口　順子 阿部　順子
 (東京・やよい) 21- 9  (宮城・フェニックスⅠ)  (東京・やよい) 21- 6  (山形・ミッキー)

宮崎美江子 2 21-10 0 浅野つや子 宮崎美江子 2 21-10 0 須藤　澄子
 (東京・やよい)  (宮城・フェニックスⅠ)  (東京・やよい)  (山形・ミッキー)

田倉テイ子 木津　純子 田倉テイ子 村田　孝子
 (東京・やよい)  (宮城・フェニックスⅠ)  (東京・やよい)  (山形・ミッキー)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W180-E 3 日付　2013/02/23
千葉　厚子 阿部　順子
 (宮城・フェニックスⅠ) 21-14  (山形・ミッキー)

浅野つや子 2 21-18 0 須藤　澄子
 (宮城・フェニックスⅠ)  (山形・ミッキー)

木津　純子 村田　孝子
 (宮城・フェニックスⅠ)  (山形・ミッキー)

開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W180-F 1 日付　2013/02/23 試合番号　W180-F 2 日付　2013/02/23
真鍋　絹子 阿部　智恵 佐藤　典子 三上　正子
 (千葉・shot’０４) 21-13  (東京・四谷会)  (山形・米沢アイリス) 21-16  (宮城・MIXドロップ)

佐藤　智美 2 21- 9 0 赤木千佳子 大友真理子 2 21- 9 0 一井紀美子
 (千葉・shot’０４)  (東京・四谷会)  (山形・米沢アイリス)  (宮城・PHOENIXいずみ)

島田真知子 阿部　良子 永岡　秀子 後藤　照子
 (千葉・shot’０４)  (東京・四谷会)  (山形・米沢アイリス)  (宮城・MIXドロップ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W180-F 3 日付　2013/02/23 試合番号　W180-F 4 日付　2013/02/23
真鍋　絹子 佐藤　典子 阿部　智恵 三上　正子
 (千葉・shot’０４) 21- 8  (山形・米沢アイリス)  (東京・四谷会) 21-15  (宮城・MIXドロップ)

佐藤　智美 2 21-17 0 大友真理子 赤木千佳子 2 21-18 0 一井紀美子
 (千葉・shot’０４)  (山形・米沢アイリス)  (東京・四谷会)  (宮城・PHOENIXいずみ)

島田真知子 永岡　秀子 阿部　良子 後藤　照子
 (千葉・shot’０４)  (山形・米沢アイリス)  (東京・四谷会)  (宮城・MIXドロップ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　W180-F 5 日付　2013/02/23 試合番号　W180-F 6 日付　2013/02/23
真鍋　絹子 三上　正子 阿部　智恵 佐藤　典子
 (千葉・shot’０４) 21-11  (宮城・MIXドロップ)  (東京・四谷会) 21- 6  (山形・米沢アイリス)

佐藤　智美 2 21-12 0 一井紀美子 赤木千佳子 2 16-21 1 大友真理子
 (千葉・shot’０４)  (宮城・PHOENIXいずみ)  (東京・四谷会) 21-15  (山形・米沢アイリス)

島田真知子 後藤　照子 阿部　良子 永岡　秀子
 (千葉・shot’０４)  (宮城・MIXドロップ)  (東京・四谷会)  (山形・米沢アイリス)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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第５回全国バドミントントリプルス選手権大会・報告書<１８０才以上女子・順位決定トーナメント>
平成２５年２月２３日（土）、２４日（日）　　宮城県仙台市宮城野体育館

試合番号　180W- 1  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　180W- 2  1回戦 日付　2013/02/24
阿部　順子 三好　和子 石井　美穂 新関　保子
 (山形・ミッキー) 17-21  (福岡・昔のﾔﾝｸﾞﾁｰﾑ)  (東京・セキレイクラブ) 21- 4  (山形・霞城の友ｽﾎﾟｰﾂ愛好会)

須藤　澄子 2 21-12 1 前原久美子 黒田　幸子 2 21-19 0 小沢　町子
 (山形・ミッキー) 21-17  (福岡・昔のﾔﾝｸﾞﾁｰﾑ)  (東京・セキレイクラブ)  (山形・霞城の友ｽﾎﾟｰﾂ愛好会)

村田　孝子 百田　悦子 大川　壽美 村上きよ子
 (山形・ミッキー)  (福岡・昔のﾔﾝｸﾞﾁｰﾑ)  (東京・セキレイクラブ)  (山形・霞城の友ｽﾎﾟｰﾂ愛好会)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　180W- 3  1回戦 日付　2013/02/24 試合番号　180W- 4  2回戦 日付　2013/02/24
三上　正子 齋藤　孝子 乃美喜代子 阿部　順子
 (宮城・MIXドロップ) 21- 8  (山形・シャトルクラブ)  (兵庫・宝塚) 21-11  (山形・ミッキー)

一井紀美子 2 21-14 0 伊藤みち子 酒巻美代子 2 16-21 1 須藤　澄子
 (宮城・PHOENIXいずみ)  (山形・シャトルクラブ)  (兵庫・宝塚) 21-13  (山形・ミッキー)

後藤　照子 井場つや子 市岡真知子 村田　孝子
 (宮城・MIXドロップ)  (山形・シャトルクラブ)  (兵庫・宝塚)  (山形・ミッキー)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　180W- 5  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　180W- 6  2回戦 日付　2013/02/24
阿部　智恵 大内　恵子 米口　順子 加藤つもり
 (東京・四谷会) 21-10  (宮城・MIXドロップ)  (東京・やよい) 21- 4  (山形・紅花ｽﾎﾟｰﾂ愛好会)

赤木千佳子 2 21-14 0 阿部　和子 宮崎美江子 2 21-10 0 齋藤　啓子
 (東京・四谷会)  (宮城・MIXドロップ)  (東京・やよい)  (山形・紅花ｽﾎﾟｰﾂ愛好会)

阿部　良子 佐藤　初美 田倉テイ子 荒木　房子
 (東京・四谷会)  (宮城・MIXドロップ)  (東京・やよい)  (新潟・新潟教職員連盟)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　180W- 7  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　180W- 8  2回戦 日付　2013/02/24
佐藤　順子 佐藤　典子 安斎　裕子 石井　美穂
 (宮城・ＺＥＥＬ) 21-19  (山形・米沢アイリス)  (宮城・MIXドロップ) 20-22  (東京・セキレイクラブ)

髙橋　京子 2 21-19 0 大友真理子 佐瀬由美子 2 21-10 1 黒田　幸子
 (宮城・ＺＥＥＬ)  (山形・米沢アイリス)  (宮城・MIXドロップ) 21-15  (東京・セキレイクラブ)

吉田聖羽子 永岡　秀子 佐藤すみ子 大川　壽美
 (宮城・PHOENIXいずみ)  (山形・米沢アイリス)  (宮城・けやきクラブ)  (東京・セキレイクラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　180W- 9  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　180W- 10  2回戦 日付　2013/02/24
真鍋　絹子 山﨑あや子 千葉　厚子 山田　久代
 (千葉・shot’０４) 21-12  (埼玉・上尾クラブ)  (宮城・フェニックスⅠ) 21-18  (宮城・MIXドロップ)

佐藤　智美 2 18-21 1 山口とし子 浅野つや子 2 21-17 0 斎藤つい子
 (千葉・shot’０４) 21-15  (埼玉・上尾クラブ)  (宮城・フェニックスⅠ)  (宮城・MIXドロップ)

島田真知子 北川　妙子 木津　純子 菅原美恵子
 (千葉・shot’０４)  (埼玉・上尾クラブ)  (宮城・フェニックスⅠ)  (宮城・MIXドロップ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　180W- 11  2回戦 日付　2013/02/24 試合番号　180W- 12  3回戦 日付　2013/02/24
二階堂彰子 三上　正子 乃美喜代子 阿部　智恵
 (宮城・ばどる) 21-13  (宮城・MIXドロップ)  (兵庫・宝塚) 21-18  (東京・四谷会)

古橋　清子 2 21- 7 0 一井紀美子 酒巻美代子 2 21-19 0 赤木千佳子
 (宮城・ばどる)  (宮城・PHOENIXいずみ)  (兵庫・宝塚)  (東京・四谷会)

金上　洋子 後藤　照子 市岡真知子 阿部　良子
 (宮城・ばどる)  (宮城・MIXドロップ)  (兵庫・宝塚)  (東京・四谷会)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　180W- 13  3回戦 日付　2013/02/24 試合番号　180W- 14  3回戦 日付　2013/02/24
米口　順子 佐藤　順子 真鍋　絹子 安斎　裕子
 (東京・やよい) 21-11  (宮城・ＺＥＥＬ)  (千葉・shot’０４) 23-21  (宮城・MIXドロップ)

宮崎美江子 2 21- 8 0 髙橋　京子 佐藤　智美 2 21-15 0 佐瀬由美子
 (東京・やよい)  (宮城・ＺＥＥＬ)  (千葉・shot’０４)  (宮城・MIXドロップ)

田倉テイ子 吉田聖羽子 島田真知子 佐藤すみ子
 (東京・やよい)  (宮城・PHOENIXいずみ)  (千葉・shot’０４)  (宮城・けやきクラブ)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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試合番号　180W- 15  3回戦 日付　2013/02/24 試合番号　180W- 16 準決勝 日付　2013/02/24
二階堂彰子 千葉　厚子 米口　順子 乃美喜代子
 (宮城・ばどる) 21- 8  (宮城・フェニックスⅠ)  (東京・やよい) 21- 6  (兵庫・宝塚)

古橋　清子 2 21-12 0 浅野つや子 宮崎美江子 2 21- 4 0 酒巻美代子
 (宮城・ばどる)  (宮城・フェニックスⅠ)  (東京・やよい)  (兵庫・宝塚)

金上　洋子 木津　純子 田倉テイ子 市岡真知子
 (宮城・ばどる)  (宮城・フェニックスⅠ)  (東京・やよい)  (兵庫・宝塚)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　

試合番号　180W- 17 準決勝 日付　2013/02/24 試合番号　180W- 18 決勝 日付　2013/02/24
二階堂彰子 真鍋　絹子 米口　順子 二階堂彰子
 (宮城・ばどる) 22-20  (千葉・shot’０４)  (東京・やよい) 21-10  (宮城・ばどる)

古橋　清子 2 21-10 0 佐藤　智美 宮崎美江子 2 20-22 1 古橋　清子
 (宮城・ばどる)  (千葉・shot’０４)  (東京・やよい) 21-17  (宮城・ばどる)

金上　洋子 島田真知子 田倉テイ子 金上　洋子
 (宮城・ばどる)  (千葉・shot’０４)  (東京・やよい)  (宮城・ばどる)

開始時刻　 終了時刻　 開始時刻　 終了時刻　
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