
集合時間

以下の時間外での受付は致しませんので早すぎず、しかし遅れないように
体育館にお越しください。

4月25日
女子３部の受付：8:30～８：50
練習は8:40～８：54
女子１部の受付：8:50～9:15
練習は8:55～9:20（12分ずつの入れ替え制）
(なるべくタイムテーブルの1巡目と2巡目の方が2回目の練習をするようにお願いします)
開会式を9:20～
試合を9:30開始とします。
男子1部複、男子２部単の受付は12:00～12:30といたします。



(なるべくタイムテーブルの1巡目と2巡目の方が2回目の練習をするようにお願いします)



会長杯参加者の手引き

０．来場前
・ 朝、自宅で体温を測ってきてください。
ちょっとでも体調が悪かったり熱がある場合は勇気を持ってキャンセルしてください。

１．集合
・ 集合は各種目毎に指定した時間を厳守してください。
(早すぎても遅くても駄目です)

・ 各種目の集合時間は別途通知します。

２．体育館来場者制限
・ その時間帯に出場する選手以外の来場は禁止します。
つまり応援のために来ることは出来ません。

３．敗者の扱い
・ 敗者戦は行いませんので審判をした後はすぐにお帰り頂きます。
・ 同じクラブや仲間の応援のために体育館に残ることは禁止です。

４．来場から受け付け
・ 朝は混雑しますので役員が体育館入り口でコントロールします。役員の指示にに従ってください。
・ 来場したら階段下で検温し、受付、参加費の支払いを行ってからギャラリーへ行ってください。
受付せずにギャラリーへ行くことは禁止です。

５．朝の練習
・ フロアにいられる人数は60人まで(役員含む)ですので練習は2回に分けます。
本部からのアナウンスに従ってください。

６．開会式
・ 開会式でフロアーに並んで頂くのは2回目に練習をしていた方々で、1回目の方はギャラリーで
説明を聞いてください。

７．試合時の注意
・ 試合をする時はマスクを外して構いません。
・ 握手はしません。
・ 汗ふきのタオル等は床に直に置かないように、ラケバ等を主審横に持ってきてその上に
置いてください。

８．審判
・ 審判は3人で行います。(サービスジャッジ/点数係は置きません)
・ 主審は大きな声は出さないようにしますが、選手に点数ははっきり伝えてください。
・ 審判が終わったら自分が座っていた椅子や審判台の手すりをアルコールで拭いてから
コートを抜けてください。

・ 消毒用のアルコールと拭くためのペーパー、ポリ手袋をサービスジャッジ用椅子に置いて
おきますのでそれを使ってください。(サービスジャッジがいませんので台として使います)

・ 消毒に使った物を捨てるためのゴミ袋もサービスジャッジ席貼り付けておきます。
・ 主審はスコアシートとシャトルを本部席に持ってきてください。
(いつもは敗者が持ってきますが、今回は主審をした人です)



２０２１年度

第５２回練馬区バドミントン協会

会長杯争奪戦大会

日　時　２０２１年４月１１日（日） １部男子単　２部男女複
２０２１年４月２５日（日） １部男女複　２部男子単 

３部女子複

会　場　練馬区立総合体育館  練馬区谷原１-７-５   (℡03-3995-2805)

主　催　：　練馬区バドミントン協会

後　援　：　練馬区
　　　　　　公益社団法人練馬区体育協会

協　賛　：　ヨネックス株式会社



役　員

大　会　役　員

大 会 会 長 今 来 サ キ
大 会 副 会 長 高 山 文 雄

大 会 委 員 長 佐 藤 光 明

競　技　役　員

総 務 委 員 長 大 平 ヒ サ
競 技 役 員 長 吉 野 宏 米 山 孝 二
審 判 長 平 田 京 子 矢 野 圭 典
会 計 担 当 関 口 早 苗 本 山 浩
進行・記録・受付・シャトル・救護担当

毛 利 満 里 子 塩 澤 は る み 鈴 木 眞 知 子
瀧 澤 香 代 菅 家 佐 智 子 正 田 章 二
岩 本 豊 峯 岸 康 史 小 林 恭 子
仲 田 雅 俊 正 田 好 子 石 崎 渉



注意事項
大会運営上の注意

１．選手は各自の試合開始予定時刻の90分前までに会場に到着し、直ちに本部の受付へ
届け出てください。（受付開始は午前8:50より）

２．大会運営上試合時刻やコートの変更等がありますので、本部のアナウンスにご注意く
ださい。

３．準備体操を充分に行い、怪我のないようにしてください。

４．競技中の事故については応急処置は主催者において行いますが、以後の責任は負いま
せん。

５．試合前の練習は原則として時間をとって有りませんが、前の試合が終了してから次の
試合の審判用紙が来るまでの間に練習してください。

６．フロアーでの応援は壁側でお願いいたします。(コート間での応援は不可）

ただし、第2コートは第6コートとの間での応援を認めます。

競技上の注意

１．現行の日本バドミントン協会競技規則に則って行います。

２．試合開始のコールが行われてから５分以内に指定のコートに集合しないチームは棄権
とします。

３．得点は、２１点ラリーポイント制３ゲームマッチで行います。

４．試合結果の主審がの方が本部の審判長席までお持ちください。

使用したシャトルはシャトル係の席にお返しください。

今年は敗者戦はありません。

審判上の注意

１．主審１、線審２の形で試合を行います。

２．主審はそのコートの前試合の敗者チームが行います。

３．線審は原則としてそのコートの前試合の勝者が行います。

４．インターバルについて特にローカルルールはありません。

    11ポイントでは60秒以内、ゲーム間では120秒以内のインターバルを取れます。

    審判台にタイマーを置いてありますのでこの時間を計測して進行してください。

５．サービスの高さは1.15mで判定します。

ネットのポールに付けた1.15mのマークから仮想の平面を想定して判定してくださ
い。

体育館使用上の注意

１．ロビー・廊下・観覧席など競技場以外の場所で練習をしないでください。

２．競技場内は土足厳禁です。

３．飲食喫煙は指定の場所で行ってください。

４．貴重品は、身につけるかロッカーに入れてください。

５．退館の際には、紙屑等の後始末をしてください。



タイムテーブル

4月11日
     コート
時間 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

１０：００ 2LW-1 2LW-2 2LW-3 2LW-4 2LW-5 2LW-6 2LW-8 2LW-13

　　 2MW-1 2MW-2 2MW-3 2MW-4 2MW-5 2MW-6 2MW-7

１１：１０ 2LW-7 2LW-9 2LW-10 2LW-11 2LW-12 2LW-14 2MW-9

　　 2MW-8 2MW-10 2MW-11 2MW-12 2MW-13 2MW-14 2MW-15

１２：２０

13:00以降 2LW-15 2LW-16 2LW-17 2LW-18 1MS-1 1MS-2

１３：３５ 2MW-16 2MW-17 2MW-18 2MW-19

１４：１０ 1MS-3 1MS-4 1MS-5 1MS-6

　　 2LW-19 2LW-20 2MW-20 2MW-21

１５：２０ 1MS-7 1MS-8

　　 2LW-21 2MW-22

１６：３０ 1MS-9

　　

１７：４０

　　

１８：５０

　　

２０：００

　　

２１：１０

6/21 



男子１部単(1MS)

      のざき たろう       せき まさと

      ほりうち ゆうた       あきやま かずき

      みやなが こうき       くによし けんたろう

      たけもり まさあき       ますだ かいと

      いだ ともひろ       やまだ ゆうや

 1 野崎 太郎 (WELCOME) 

(Dash!) 

(光が丘) 

(アローズ) 

(WELCOME) 

(茜クラブ) 

(WELCOME) 

(ラディッシュ) 

(WELCOME) 

(Dash!) 

 2 堀内 裕太 

 3 宮永 鉱宜 

 4 武森 将昭 

 5 井田 知宏 

 6 関 将斗 

 7 秋山 和輝 

 8 國吉 健太郎 

 9 増田 快飛 

10 山田 祐也 

 1 

2  

 3 

 4 

 7 

 9 

8  

5  

6  

1/1 

7/21 



男子２部複(2MW)

      ささがわ･しだ       なかね･ばば

      いわもと･おかだ       まつやま･たかぎ

      たかむら･みやがわ       たかつじ･あさの

      たかぎ･おおき       あおき･にしい

      しみず･しのはら       おかもと･とやま

      にしやま･こばやし       みずたに･さとう

      ふくだ･なかや       うんの･かわさき

      こにし･きくち       かわぐち･むらき

      おおはし･わたなべ       なかだ･あおき

      かみなが･しらいし       すぎもと･すぎもと

      おおの･たきぐち       くによし･いしかわ

      こばやし･つはこ

 1 笹川･志田 (グリーン企画) 

(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ･ 

       茜ｸﾗﾌﾞ) 

(FPシャトルズ) 

(Dash!) 

(ラディッシュ) 

(アローズ) 

(早宮クラブ) 

(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 

(茜クラブ) 

(ｸﾞﾘｰﾝ企画･ 

     春日ｸﾗﾌﾞ) 

(GRAND_LINE) 

(FPシャトルズ) 

(早宮クラブ) 

(グリーン企画) 

(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 

(ﾗﾃﾞｨｯｼｭ･ 

   練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 

(学園ｽｲﾝｸﾞ･ 

しぇいくはんず) 

(早宮クラブ) 

(グリーン企画) 

(ウィングス) 

(春日クラブ) 

(ﾗﾃﾞｨｯｼｭ･ 

       上北小) 

(ｸﾞﾘｰﾝ企画･ 

        ｱﾛｰｽﾞ) 

 2 岩本･岡田功 

 3 高村･宮川 

 4 高城･大木 

 5 清水･篠原 

 6 西山･小林良 

 7 福田浩･中谷 

 8 小西･菊地 

 9 大橋･渡邉 

10 神長･白石 

11 大野･滝口 

12 中根･馬場 

13 松山･高木 

14 高辻･浅野哲 

15 青木･西井 

16 岡本･外山 

17 水谷浩･佐藤光 

18 雲野･川崎 

19 河口･村木 

20 仲田･青木 

21 杉本勝･杉本春 

22 國吉英･石川 

23 小林成･津波古 

 1 

 2 

 3 

 8 

10  

11  

17  

20  21  

18  

19  

12  

13  

14  

15  

4  

5 

6 

7 

22  

 9 

16  

1/1 
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女子２部複(2LW)

      あしだ･いちはら       ひらいわ･なかがわ

      とみい･ふじた       さかい･ひぐち

      わたなべ･くわな       でむら･すぎの

      あさみ･よしかわ       おおしま･さいとう

      すえなが･いのうえ       なかやま･さいとう

      せきぐち･ふじの       いわもと･かわい

      もり･ねもと       やまだ･もり

      あさの･おぎはら       やたがい･はが

      さいとう･たかぎ       ほった･やました

      あがた･もとみや       むらの･すずき

      たなか･いずみ       あおやま･すみ

 1 芦田･市原 (練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 

(みずほｸﾗﾌﾞ･ 

     泉新ｻｰｸﾙ) 

(ヤマなみんＣ) 

(アイリス) 

(練馬クラブ) 

(学園シャトル) 

(Ｂ．Ｆクラブ) 

(グリーン企画) 

(Dash!) 

(ゆｰばｰｸﾗﾌﾞ) 

(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 

(練馬クラブ) 

(Ｂ．Ｆクラブ) 

(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ･ 

      ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 

(秋羽クラブ) 

(ラディッシュ) 

(学園スイング) 

(みずほクラブ) 

(WELCOME) 

(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 

(Ｂ．Ｆクラブ) 

(グリーン企画) 

 2 冨井･藤田 

 3 渡部･桑名 

 4 阿佐美･吉川 

 5 末永･井上 

 6 関口･藤野 

 7 森･根本 

 8 浅野･荻原 

 9 斎藤･高城 

10 縣･本宮 

11 田中･和泉 

12 平岩･中川 

13 酒井･樋口 

14 出村･杉野 

15 大島･斎藤 

16 中山･斎藤 

17 岩本･河井 

18 山田成･森留 

19 八谷･羽賀 

20 堀田･山下 

21 村野･鈴木 

22 青山･角 

 1 4 

6 

 7 

 8 

10 

15  

16  

19  

11 

14  

17  

18  

20 

21  

 2 

 3 

 9 

5 

12  

13  

1/1 
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タイムテーブル

4月25日
       コート
時間 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

　９：３０ 1LW-1 1LW-3 1LW-4 1LW-5 1LW-6 1LW-7 1LW-8 1LW-9

　　 1LW-10 1LW-11 1LW-12 1LW-13 1LW-14 1LW-15 1LW-16 1LW-17

１０：４０ 1LW-2 3LW-1 1LW-19 3LW-2 3LW-3 1LW-20

　　 1LW-21 1LW-22 1LW-23 1LW-24 1LW-25

１１：５０ 1LW-18 3LW-4 3LW-5 3LW-6 3LW-7

　　

13:00以降 1MW-1 1MW-2 1MW-3 1MW-4 1MW-5 1MW-7 2MS-1 2MS-2

　　 1LW-26 1LW-27 1LW-28 1LW-29 3LW-8 3LW-9 1MW-11 1MW-12

１４：１０ 1MW-6 1MW-8 1MW-9 1MW-10 1MW-13 2MS-4 2MS-5 2MS-6

　　 1LW-30 1LW-31 3LW-10 2MS-3 2MS-7 2MS-8 2MS-9 2MS-10

１５：２０ 1MW-14 1MW-15 1MW-16 1MW-17

　　 2MS-11 2MS-12 2MS-13 2MS-14

１６：３０ 1LW-32 1MW-18 1MW-19

　　 2MS-15 2MS-16

１７：４０ 1MW-20

　　 2MS-17

１８：５０

　　

２０：００

　　

２１：１０

10/21 



男子１部複(1MW)

      さとう･あらた       かんの･おおしお

      あらい･せきね       まつの･すがの

      いわい･おおた       ながせ･まえだ

      やまだ･ほりうち       いそべ･いたくら

      しょうだ･みねぎし       えんどう･しのざき

      えどもんど･あらい       おがわ･せき

      いだ･ますだ       あきやま･つがねざわ

      もりかわ･やまざき       すずか･しもの

      すずき･やじま       はせがわ･つねもと

      いとう･ありさわ       のざき･すけなが

      そが･みすみ

 1 佐藤宣･荒田 (WELCOME) 

(実践学園) 

(ﾔﾏなみんC･ 

しぇいくはんず) 

(Dash!) 

(SHOバド･個人) 

(光が丘) 

(WELCOME) 

(ｸﾞﾘｰﾝ企画･ 

        EXCEL) 

(WELCOME) 

(個人) 

(実践学園) 

(WELCOME) 

(グリーン企画) 

(実践学園) 

(ヤマなみんＣ) 

(fragile) 

(茜クラブ) 

(WELCOME) 

(実践学園) 

(グリーン企画) 

(WELCOME) 

 2 荒井･関根 

 3 岩井･太田 

 4 山田･堀内 

 5 正田･峯岸 

 6 エドモンド･新井 

 7 井田･増田 

 8 森川･山崎 

 9 鈴木･矢島 

10 伊東･有澤 

11 曽我･三角 

12 菅野･大塩 

13 松野･須賀野 

14 長瀬･前田 

15 磯部･板倉 

16 遠藤･篠崎 

17 小川･関 

18 秋山･津金澤 

19 鈴鹿･下野 

20 長谷川･常本 

21 野崎･助永 

 1 4 

5 

 6 

 7 

 9 

14  

15  

18  

10 

11  

12  

13  

16  

17  

19 

20  

 2 

 3 

 8 

1/1 

11/21 



女子１部複(1LW)

      とみなが･はやし       くによし･くによし

      やました･しまざき       いかり･いいづか

      かわい･たけうち       しおざわ･つぼた

      よねざわ･やまだ       おち･たなか

      はまだ･いわい       つちや･なみき

      たまむし･うえさか       あさの･おおた

      まえだ･ささき       みつはし･よこい

      いとう･おおあみ       すぎもと･あしだ

      ふくい･ながおか       さかい･くぼた

      かとう･ほしの       わたや･はやし

      うちだ･はらだ       さとう･いまい

      かさはら･たかなし       いのうえ･まつもと

      いぬばば･なかじり       あかい･やまざき

      もり･あべ       ひゅうが･あかぎ

      そめた･きりはた       かつた･やなせ

      えのもと･くるまだ       きたもり･こむら

      おおやま･むらき

 1 冨永･林 (WELCOME) 

(関町小ＰＴＡ) 

(Dash!) 

(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 

(ヤマなみんＣ) 

(サンクス) 

(しぇいくはんず) 

(Ｂ．Ｆクラブ) 

(練馬クラブ) 

(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 

(秋羽クラブ) 

(fragile) 

(羽球会) 

(みずほクラブ) 

(イーグル) 

(泉新サークル) 

(グリーン企画) 

(ラディッシュ) 

(Ｂ．Ｆクラブ) 

(練馬クラブ) 

(泉新サークル) 

(WELCOME) 

(グリーン企画) 

(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 

(春日ｸﾗﾌﾞ･ 

   練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 

(EXCEL) 

(グリーン企画) 

(アイリス) 

(Ｂ．Ｆクラブ) 

(練馬クラブ) 

(秋羽クラブ) 

(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 

(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 

 2 山下･島崎 

 3 河合･竹内 

 4 米澤･山田 

 5 濱田･岩井 

 6 玉虫･上坂 

 7 前田･佐々木 

 8 伊藤･大網 

 9 福井･長岡 

10 加藤･星野 

11 内田善･原田 

12 笠原･高梨 

13 犬馬塲･中尻 

14 森隆･安部香 

15 染田･桐畑 

16 榎本･車田 

17 大山･村木 

18 國吉春･國吉ひ 

19 錠･飯塚 

20 塩澤･坪田 

21 越智･田中 

22 土屋･並木 

23 浅野･太田由 

24 三橋･横井 

25 杉本･芦田 

26 酒井･窪田 

27 綿谷･林 

28 佐藤･今井 

29 井上雅･松本 

30 赤井･山崎 

31 日向･赤木 

32 勝田･簗瀬 

33 北森･古村 

 1 

 2 

23 

24 

29 

28 

18 

19 

20 

21 

26 

27 

30 
32 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 3 

 4 

10 

22 

13 

14 

15 

16 

17 

25 

11 

12 

31 

1/1 

12/21 



男子２部単(2MS)

      ほどづか きよし       たかむら あきひろ

      り せいきん       ときた なおき

      よしむら まさと       らい  ぽ しん

      おおはし こうた       かわぐち ゆうすけ

      あおき たかひろ       はしもと さかえ

      なかだ まさとし       あさの そら

      いいぼし こうたろう       たけうち ゆう

      たなか かずや       せきぐち かずき

      くりはら たいち       ばば たかひろ

 1 程塚 聖師 (グリーン企画) 

(光が丘) 

(実践学園) 

(茜クラブ) 

(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 

(ウィングス) 

(実践学園) 

(グリーン企画) 

(実践学園) 

(FPシャトルズ) 

(実践学園) 

(光が丘) 

(グリーン企画) 

(ヤマなみんＣ) 

(実践学園) 

(Dash!) 

(実践学園) 

(FPシャトルズ) 

 2 リ セイキン 

 3 吉村 勝斗 

 4 大橋 康太 

 5 青木 貴弘 

 6 仲田 雅俊 

 7 飯干 高大朗 

 8 田中 和弥 

 9 栗原 泰知 

10 高村 明宏 

11 時田 直輝 

12 ライ ポ シン 

13 河口 祐介 

14 橋本 栄 

15 浅野 空 

16 竹内 祐 

17 関口 和希 

18 馬場 敬寛 

 1 

 3 

2 

 4 

 5 

 6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

13 

14 

16 
17 

1/1 

13/21 



女子３部複(3LW)

      すぎの･とみい       かとう･まるた

      せんば･おおはし       ごそう･すずき

      とよだ･くらさわ       しらかた･よしの

      おか･きくち       すずき･ふじた

      にかみ･しまやま       かとう･かとう

      はぎはら･おおいし

 1 杉野･冨井 (ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ･ 

   みずほｸﾗﾌﾞ) 
(アトムズ) 

(秋羽ｸﾗﾌﾞ･ 

    中村小PTA) 

(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 

(サンクス) 

(ﾎﾜｲﾄﾗｰｸｽ) 

(サンクス) 

(アトムズ) 

(泉新サークル) 

(桜台クラブ) 

(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 

 2 仙波･大橋 

 3 豊田･倉澤 

 4 岡･菊地 

 5 仁神･島山 

 6 加藤･丸田 

 7 五艘･鈴木 

 8 白潟･吉野 

 9 鈴木子･藤田 

10 加藤美･加藤優 

11 萩原･大石 

 1 

 4 

 5 

 8 

10  

9  

6  

2  

3  

7  

1/1 

14/21 



前回の入賞者

種目 第１位 第２位 第３位 第３位
ＭＳ1

ＭＳ2

ＬＳ1

ＬＳ2

ＭＤ

１部

ＬＤ

１部

ＭＤ

２部

ＬＤ

２部

ＭＤ

３部

ＬＤ

３部

ＭＤ

４部

ＬＤ
４部

新型コロナウィルスのた

め大会中止 



過去の成績（男子ダブルス）

年度 回次男子１部複 男子２部複 男子３部複 男子４部複

59 18 小林(春日ｸﾗﾌﾞ)                                        

等々力(春日ｸﾗﾌﾞ)

60 19 小林(春日ｸﾗﾌﾞ)                                        

等々力(春日ｸﾗﾌﾞ)

62 20 小林(春日ｸﾗﾌﾞ) 岡野(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ)                           

新田(春日ｸﾗﾌﾞ) 甲斐(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ)

63 21 喜多(練馬ｸﾗﾌﾞ) 吉川(春日ｸﾗﾌﾞ)                           

飯野(練馬ｸﾗﾌﾞ) 久富(春日ｸﾗﾌﾞ)

H1 22 新田(春日ｸﾗﾌﾞ) 岡村(一般)                           

星野(ｱﾛｰｽﾞ) 桑原(一般)

H2 23 野村(南大泉) 矢野(ｱﾛｰｽﾞ)                           

仲田(ｳｨﾝｸﾞｽ) 渡辺(ｱﾛｰｽﾞ)

H3 24 甲斐(学園ｼｬﾄﾙ) 森本(ｱﾛｰｽﾞ)                           

大島(学園ｼｬﾄﾙ) 森本(ｱﾛｰｽﾞ)

H4 25 正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 西井(ｱﾛｰｽﾞ) 西野(ﾋﾟｭｱｸﾗﾌﾞ)              

高辻樹(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 宮脇(ｱﾛｰｽﾞ) 古川(ﾋﾟｭｱｸﾗﾌﾞ)

H5 26 正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 江川(ｳｨﾝｸﾞｽ) 高橋(ｱﾛｰｽﾞ)              

新田(春日ｸﾗﾌﾞ) 小堀(ｳｨﾝｸﾞｽ) 福田(ｱﾛｰｽﾞ)

H6 27 新田(春日ｸﾗﾌﾞ) 萩原(ﾋﾟｭｱｸﾗﾌﾞ) 門前(練馬STA)              

曽根(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 吉田(ﾋﾟｭｱｸﾗﾌﾞ) 宮下(練馬STA)

H7 28 小寺(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 本山(ﾋﾟｭｱｸﾗﾌﾞ) 結城(光が丘)              

正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 渡辺(ﾋﾟｭｱｸﾗﾌﾞ) 千葉(光が丘)

H8 29 小寺(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 鈴木(実践学園) 野々村(茜クラブ)              

正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 金城(実践学園) 岡田(茜クラブ)

H9 30 小寺(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 鈴木(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 窪田(ＥＸＣＥＬ)              

正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 折笠(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 木村(ＥＸＣＥＬ)

H10 31 千葉明(春日クラブ) 市村(実践学園) 阿部(ｼｬﾄﾙDE練馬)              

正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 明神(実践学園) 常川(光が丘)

H11 32 中澤(個人) 伊藤(ｼｪｲｸﾊﾝｽﾞ) 大塚(ｼｬﾄﾙDE練馬)              

大越(個人) 斎藤(ｼｪｲｸﾊﾝｽﾞ) 古館(ＥＸＣＥＬ)

H12 33 千葉(春日クラブ) 新田(ピュア) 北川(石台小ﾌｧﾐﾘｰ)              

渡辺(春日クラブ) 宝田(ピュア) 大根(石台小ﾌｧﾐﾘｰ)

H13 34 千葉(春日クラブ) 吉田(実践学園) 石澤(早宮クラブ) 影山(個人)

渡辺(春日クラブ) 細川(実践学園) 岩堀(JA東京あおば) 本橋(個人)

H14 35 中澤(ＷＩＮ) 春日(春日クラブ) 工藤(Viva Eagles) 試合不成立

小木(ＷＩＮ) 久富(春日クラブ) 日比(シャトルズ)

H15 36 峯岸(個人) 和泉(実践学園) 松丸(Viva Eagles) 試合不成立

中澤(ＷＩＮ) 古川(実践学園) 鳥山(Viva Eagles)

H16 37 清水(ＷＩＮ) 瀬戸島(実践学園) 松原(ｳｪﾙﾈｽ専門校) 試合不成立

正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 鈴木(実践学園) 高木(ｳｪﾙﾈｽ専門校)

H17 38 平松(ｳｪﾙﾈｽ専門学校) 高野(実践学園) 試合不成立 試合不成立

渡辺(春日クラブ) 加納(実践学園)



過去の成績（男子ダブルス）

年度 回次男子１部複 男子２部複 男子３部複 男子４部複

H18 39 伊藤(ＷＩＮ) 遠藤(ｳｪﾙﾈｽ専門学校) 試合不成立 試合不成立

杉野(スリーＦ) 鈴木(ｳｪﾙﾈｽ専門学校)

H19 40 米山(アローズ) 芦澤(実践学園) 米山(アローズ) 試合不成立

田口(アローズ) 高柳(実践学園) 米山(アローズ)

H20 41 石崎(ポテマヨ) 帯津(実践学園) 試合不成立 試合不成立

杉野(スリーＦ) 中瀬(実践学園)

H21

H22 42 峯岸(個人) 阿久津(実践学園) 吉野(アローズ) 試合不成立

田中(しぇいくはんず) 山崎(実践学園) 國吉(ラディッシュ)

H23 43 児玉(アローズ) 天野(実践学園) 試合不成立 試合不成立

横山(アローズ) 石丸(実践学園)

H24 44 峯岸(個人) 重原(WELCOME) 藤田(WELCOME) 試合不成立

正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 坂本(WELCOME) 廣瀬(WELCOME)

H25 45 石崎(ポテマヨ) 小泉(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 稲田(ヤマなみんＣ) 試合不成立

高橋(ポテマヨ) 小田野(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 石原(ヤマなみんＣ)

H26

H27 46 佐藤(WELCOME) 松崎(実践学園) 試合不成立 試合不成立

岡田(fragile) 中川(実践学園)

H28 47 音吉(fragile) 稲岡(実践学園) 鳥羽(石台レッツ) 試合不成立

岡田(fragile) 山崎(実践学園) 佐藤(しぇいくはんず)

H29 48 音吉(fragile) 古市(Dash!) 加藤(学園シャトル) 試合不成立

岡田(fragile) 堀内(Dash!) 山口(学園シャトル)

H30 49 佐分(WELCOME) 横山(WELCOME) 勝部(Ｂ．Ｆクラブ) 試合不成立

松尾(WELCOME) 小林(WELCOME) 好冨(Ｂ．Ｆクラブ)

H31 50 大塩(WELCOME) 伊東(杏) 中根(FPｼｬﾄﾙｽﾞ) 試合不成立

加藤(WELCOME) 森川(杏) 馬場(FPｼｬﾄﾙｽﾞ)

50周年記念事業のため、個人戦は開催せず。

団体戦予備戦開催のため大会実施せず 



過去の成績（女子ダブルス）

年度 回次女子１部複 女子２部複 女子３部複 女子４部複

59 18 芳賀洋(練馬ｸﾗﾌﾞ)                                        

大神田(練馬ｸﾗﾌﾞ)

60 19 西野(練馬ｸﾗﾌﾞ)                                        

芳賀洋(練馬ｸﾗﾌﾞ)

62 20 西野(練馬ｸﾗﾌﾞ) 山中(ｱｲﾘｽ)                           

芳賀洋(練馬ｸﾗﾌﾞ) 芳賀井(ｱｲﾘｽ)

63 21 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 竹内(練馬ｸﾗﾌﾞ)                           

荒木(ﾋﾟｭｱｸﾗﾌﾞ) 岩村(練馬ｸﾗﾌﾞ)

H1 22 西野(練馬ｸﾗﾌﾞ) 鈴木淑(秋羽ｸﾗﾌﾞ)                           

芳賀洋(練馬ｸﾗﾌﾞ) 明石(秋羽ｸﾗﾌﾞ)

H2 23 春日(春日ｸﾗﾌﾞ) 田中直(学園ｼｬﾄﾙ)                           

合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 山口(学園ｼｬﾄﾙ)

H3 24 西野(練馬ｸﾗﾌﾞ) 秋尾(ｻﾝｸｽ)                           

芳賀洋(練馬ｸﾗﾌﾞ) 小野(ｻﾝｸｽ)

H4 25 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 明石薫(ｱﾛｰｽﾞ)                           

佐々木(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 長谷川(ｱﾛｰｽﾞ)

H5 26 西野(練馬ｸﾗﾌﾞ) 西本(秋羽ｸﾗﾌﾞ) 田中(ｲｰｸﾞﾙ)              

芳賀洋(練馬ｸﾗﾌﾞ) 中林(秋羽ｸﾗﾌﾞ) 橋元(ｲｰｸﾞﾙ)

H6 27 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 鈴木淑(秋羽ｸﾗﾌﾞ) 谷岡(ABC)              

渡辺(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 相馬(秋羽ｸﾗﾌﾞ) 竹内(ABC)

H7 28 佐々木(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 小林(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 加隝(茜クラブ)              

内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 斉藤(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 中澤(茜クラブ)

H8 29 栗野(個人) 加藤(実践学園) 吉井(アイリス)              

内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 森村(実践学園) 松田(アイリス)

H9 30 栗野(個人) 相良(実践学園) 古川(レインボー)              

内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 大岩(実践学園) 大平(レインボー)

H10 31 栗野(個人) 鈴木和(練馬クラブ) 丸田(ﾎﾜｲﾄﾗｰｸｽ)              

内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 西山(練馬クラブ) 手嶋(ﾎﾜｲﾄﾗｰｸｽ)

H11 32 栗野(個人) 大島(ｼｬﾄﾙDE練馬) 山本(秋羽クラブ)              

内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 雫(スリーＦ) 早木(秋羽クラブ)

H12 33 栗野(個人) 斉藤(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 坂本(個人)              

内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 梅谷(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 阪口(茜クラブ)

H13 34 清水(ＷＩＮ) 吉野(アローズ) 松倉(みずほクラブ) 深谷(アトムズ)

荻山(ピュア) 青木(アローズ) 中村(みずほクラブ) 秋本(アトムズ)

H14 35 佐々木(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 塩澤(練馬クラブ) 米(Viva Eagles) 菅原(まゆみ)

内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 安倍(練馬クラブ) 宇多川(Viva Eagles) 小出(まゆみ)

H15 36 内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 相馬(秋羽クラブ) 内田(Viva Eagles) 斎藤(羽球会)

荻山(ピュア) 平田(秋羽クラブ) 南(Viva Eagles) 池部(羽球会)

H16 37 清水(ＷＩＮ) 貫井(学園シャトル) 市川(秋羽クラブ) 中村(スパークル)

合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 山崎(学園シャトル) 平山(秋羽クラブ) 鈴木(スパークル)

H17 38 清水(ＷＩＮ) 樋川(アイリス) エモット(アイリス) 多田(アトムズ)

浅野(ＷＩＮ) 桐生(アイリス) 稲本(アトムズ) 秋本(アトムズ)



過去の成績（女子ダブルス）

年度 回次女子１部複 女子２部複 女子３部複 女子４部複

H18 39 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 伊藤(Ｂ．Ｆクラブ) 山崎(秋羽クラブ) 上野(桜台クラブ)

内藤(南大泉) 粕谷(Ｂ．Ｆクラブ) 清水(豊玉南小PTA) 鈴木(桜台クラブ)

H19 40 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 手戸(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 小島(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 中込(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ)

内藤(南大泉) 横井(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 森(練馬クラブ) 中沢(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ)

H20 41 内藤(南大泉) 小林(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 高橋(シャトルズ) 島袋(スパークル)

大島(ＥＸＣＥＬ) 斎藤(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 梶川(シャトルズ) 鈴木(スパークル)

H21

H22 42 内藤(南大泉) 宮崎(スパークル) 小瀬野(レインボー) 村上(ﾎﾜｲﾄﾌｪｻﾞｰｽﾞ)

大島(ＥＸＣＥＬ) 山根(スパークル) 橋本(シャトルズ) 和泉(ﾎﾜｲﾄﾌｪｻﾞｰｽﾞ)

H23 43 内藤(南大泉) 大石(アイリス) 星(アイリス) 中込(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ)

大島(ＥＸＣＥＬ) 代慶(アイリス) 山上(アイリス) 長岡(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ)

H24 44 大島(ＥＸＣＥＬ) 鯵坂(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 榎本(泉新サークル) 田川(光和小PTA)

鬼頭(しぇいくはんず) 北森(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 鈴木(泉新サークル) 池田(光和小PTA)

H25 45 内藤(南大泉) 斎藤(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 瀧澤(イーグル) 長谷川(光和小PTA)

大島(EXCEL) 星野(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 染田(イーグル) 堀口(光和小PTA)

H26

H27 46 北森(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 市川(秋羽クラブ) 下條(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 岡崎(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ)

大島(EXCEL) 日向(秋羽クラブ) 鳥羽(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 河井(学園スイング)

H28 47 村瀬(WELCOME) 國吉(個人) 竹内(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 篠崎(光和小PTA)

神崎(WELCOME) 國吉(南大泉) 坪田(練馬クラブ) 大野(光和小PTA)

H29 48 北森(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 浅見(Ｂ．Ｆクラブ) 杉野(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 長谷川(イーグル)

大島(EXCEL) 渡辺(Ｂ．Ｆクラブ) 山下(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 山根(イーグル)

H30 49 川添(アローズ) 石川(WELCOME) 並木(WELCOME) 試合不成立

池内(アローズ) 山崎(WELCOME) 川島(WELCOME)

H31 50 神宮(茜クラブ) 杉本(春日クラブ) 磯部(WELCOME) 平川(ウィングス)

國吉(YANOX) 赤井(春日クラブ) 羽賀(WELCOME) 大谷(ウィングス)

50周年記念事業のため、個人戦は開催せず。

団体戦予備戦開催のため大会実施せず 



過去の成績（シングルス）

年度 回次男子１部単 男子２部単 女子１部単 女子２部単

59 18 小林 賢治              津村              

（春日クラブ） （ファミリー）

60 19 小林 賢治              合田 早余子              

（春日クラブ） （エーデルワイス）

62 20 小林 賢治 藤巻 合田 早余子 足立 恵美

（春日クラブ） （ファミリー） （エーデルワイス） （ウィングス）

63 21 喜多 遠藤 博之 試合不成立 試合不成立

（練馬クラブ） （埼玉富士見ＯＢ）

H1 22 正田 章二 久我 試合不成立 試合不成立

（練馬クリアーズ） （フットフォルツ）

H2 23 正田 章二 木村 伸一 試合不成立 試合不成立

（練馬クリアーズ） （春日クラブ）

H3 24 正田 章二 森本 渉 佐々木 幸子 試合不成立

（練馬クリアーズ） （アローズ） （練馬クリアーズ）

H4 25 森本 渉 田中 博之 試合不成立 試合不成立

（アローズ） （西雄会）

H5 26 新田 英夫 石川 竜太 試合不成立 試合不成立

（春日クラブ） （ピュアクラブ）

H6 27 正田 章二 重山 憲治ﾃﾞﾘｯｸ 試合不成立 試合不成立

（練馬クリアーズ） （光が丘）

H7 28 試合不成立 北山 信次 試合不成立 試合不成立

(春日クラブ)

H8 29 渡辺 祐一 鈴木 一弘 川添 祐子 森田 美和

(春日クラブ) (実践学園) (アローズ) (実践学園)

H9 30 石川 竜太 杉田 和仁 試合不成立 荻山 麻依

(ピュア) (実践学園) (個人)

H10 31 森川 広太 市村 悟 試合不成立 試合不成立

（練馬クリアーズ） (実践学園)

H11 32 石川 竜太 浅川 賢太 試合不成立 山下 恵美

(ピュア) (実践学園) (関町小ＰＴＡ)

H12 33 森本 渉 折原 大輔 試合不成立 山下 恵美

(アローズ) (実践学園) (関町小ＰＴＡ)

H13 34 渡辺 祐一 吉田 幸太 試合不成立 小林 由美

(春日クラブ) (実践学園) (JA東京あおば)

H14 35 森本 渉 小島 亮 試合不成立 試合不成立

(アローズ) (実践学園)

H15 36 試合不成立 和泉 恒平 試合不成立 中橋 愛

(実践学園) (アローズ)

H16 37 実施せず 実施せず 実施せず 実施せず

H17 38 岩野 雄介 佐藤 航 試合不成立 試合不成立

(実践学園) (実践学園)



過去の成績（シングルス）

年度 回次男子１部単 男子２部単 女子１部単 女子２部単

H18 39 清水 大弘 山田 悟 試合不成立 試合不成立

(ウィングス) (ｳｪﾙﾈｽ専門学校)

H19 40 芦澤 歩夢 小椚 恭平 試合不成立 試合不成立

(実践学園) (練馬ｸﾘｱｰｽﾞ)

H20 41 森川 政人 試合不成立 試合不成立 試合不成立

(ポテマヨ)

H21

H22 42 片岡 智也 富沢 猛 試合不成立 試合不成立

(ｳｪﾙﾈｽ専門学校) (アローズ)

H23 43 小山 太造 橋本 栄 試合不成立 試合不成立

(アローズ) (ヤマなみんＣ)

H24 44 石崎 翔太 岡本 佳大 試合不成立 戸松 美有李

(ポテマヨ) (実践学園) (ヤマなみんＣ)

H25 45 岡田 昌泰 石井 涼 試合不成立 渡邉 智佳子

(WELCOME) (実践学園) (早実)

H26

H27 46 岡田 昌泰 加瀬谷 賢輝 試合不成立 試合不成立

(fragile) (豊玉南小PTA)

H28 47 望月 聖裕 畑 明広 試合不成立 試合不成立

(ポテマヨ) (実践学園)

H29 48 望月 聖裕 神谷 敏幸 試合不成立 試合不成立

(ポテマヨ) (Dash!)

H30 49 清水川 雄也 鈴木 陸穏 試合不成立 試合不成立

(fragile) (実践学園)

H31 50 清水川 雄也 浜知 有生 試合不成立 試合不成立

(fragile) (FPｼｬﾄﾙｽﾞ)

50周年記念事業のため、個人戦は開催せず。

団体戦予備戦開催のため大会実施せず 


