
主 催

協 賛

日 時

会 場

種 目

競 技 規 則

使 用 球

参 加 資 格

一般男女１部・・・

一般男女２部・・・

一般男女３部・・・

一般女４部・・・

一般女５部・・・

男・女各１部・２部・３部
女４部・５部・６部（参加数によっては併合することがあります。）

男女ダブルス（トーナメントもしくは、リーグ戦方式）

経験年数が３年以下の方。またはそれに準ずる方。

第１６回　所沢オープンバドミントン大会開催要項

各大会１部参加者。

所沢市バドミントン連盟

ヨネックス㈱　㈱ラケットショップフジ

令和元年９月１５日（日）受付：午前８時３０分より　開会：午前９時

所沢市民体育館（所沢市並木５－３） ℡.04-2991-1181

タイムテーブルの４巡目以降に最初の試合となる方は試合時刻の90分前までに必ず受付
を済ませてください。

アメアスポーツジャパン㈱　グローブライド㈱　アイベックスポーツ㈱

年齢別の種目は、大会当日の年齢で申込みしてください。

(公財)日本バドミントン協会現行規則に則り行います。

(公財)日本バドミントン協会 第１種検定合格球　ヨネックス製  ニューオフィシャル

下記資格を有し、主審・線審のできる方。

上記以下の方。

４０歳以上でペア合計年齢９０歳以上の女子

５０歳以上でペア合計年齢１１０歳以上の女子般女５部

一般女６部・・・

参 加 費

表 彰

申 込

パソコン・スマートフォン・タブレットからご利用いただけます。

受付開始はＡＭ１０：３０からとなります。

大会でようＮＥＴ　　http://www.taikaideyo.net/

仮登録の後、ラケットショップフジ各店に参加費を持参して本登録となります。

郵 送 先 〒185-0021　国分寺市南町3-28-7　042-324-9923　ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞ本部　小堀宛

本登録が行われないと申し込みがキャンセルとなりますのでお気をつけ下さい。

申 込 期 間

問 い合 わせ

そ の 他

◎組み合わせ・タイムテーブルは９/２(月)以降、申込場所もしくは下記ホームページに公開します。

１ペア３，５００円（参加費は棄権の場合でも返却しません。）

５５歳以上でペア合計年齢１２０歳以上の女子

ラケットショップフジが近隣にない地域の方は現金書留による郵送受付で本登録となります。

◎重複して参加申込はできません。

　　　　　ラケットショップﾌｼﾞＨＰ　 http://www.rsfuji.co.jp

◎今大会は(公財)日本バドミントン協会の競技規則及び大会規定に則って行います。
着衣（ウエア）は(公財)日本バドミントン協会の検定合格品を着用して下さい

令和元年７月１６日(火)～８月１７日（土）　申込総数２００ペアで締切ります。

※過去の本大会で、各クラス（１部除く）の優勝・準優勝者は１ランク上のクラスにお申し込みください

上位入賞者には表彰状・副賞。参加者全員にもれなく参加賞。

ラケットショップフジ所沢店　　担当：小谷　　ＴＥＬ：04-2928-0288

◎組み合わせは、主催者が行います。組み合わせ後の異議は認めません。

申込は以下のサイトからのみとなります。サイトの手続きは仮登録までとなります。

５０歳以上でペア合計年齢１１０歳以上の女子

　　所沢市バドミントン連盟ＨＰ　https://tokobird2.wixsite.com/website

◎大会当日のメンバーチェンジはペアのどちらか１名のチェンジ(未エントリー者)を認めます。

◎申込書に記載された個人情報は、大会運営以外には使用しません。

　着衣（ウエア）は(公財)日本バドミントン協会の検定合格品を着用して下さい。

◎市民体育館は駐車料金１回２００円（入場時に先払い）です。３００台収容



優 勝 準 優 勝 優 勝 準 優 勝 優 勝 準 優 勝

1部 林田 昌也・原 譲児
（ＳＢＩクラブ）

柳川 正紀・大河原 正晴
(あひる団) 1部 高原 まゆみ・村上 園子

（ＳＢＩクラブ）
川島 香織・斉藤 ちか

（ＳＢＩクラブ）

2部 高田 宗文・諸房 悟史
（あひる団）

清水 大弘・渡辺 拓海
（あひる団） 2部 堀 裕子・山田 真由美

（ＳＢＩクラブ）
佐野 玲子・川畑 裕美

（東大和レディース・青梅若草会）

3部 中村 行男・渡辺 聡
（ＳＢＩクラブ）

桜井 久二・佐々木 篤
（ハーモニー） 3部 中村 幸子・宗像 直美

（ＳＢＩクラブ）
菊地 由里子・広瀬 佳奈子

（錦城高校）

1部 近藤 晃仁・青山 将道
（越谷市）

石井 達也・宮村 政宏
（ヤンヤン） 1部 伊藤 美穂・田制 杏佐子

（ 川崎市・朝霞市）
久保田 順子・小島 由美子

（ ヤンヤン） 1部 高原 真由美・岩崎 千春
（ 川口フェローズ）

村上ひろ子・木村 奈々子
（ 入間クラブ・ 竹の子）

2部 有賀 一秀・谷地舘 渉
（大鷲羽球会）

浅葉 学・広瀬 謙太郎
（あひる団） 2部 清水 真澄・冨士越 あゆみ

（チームねこ）
池亀 志帆・村田 弘美

（ヤマなみんＣ） 2部 榊 登司子・山本 泉
（アイボリー）

小野 富士子・野崎 智厚
（ 入間・西東京）

3部 明間 悠哉・奥村 晋太郎
（ＢＡＤ－Ｚ）

中村 和彦・川島 伸夫
（高麗川ＢＣ） 3部 松本 ちどり・小林 由香理

（大宮ヘアピン）
青野 千佳代・高見 美紀

（大宮ヘアピン）

1部 小林 徹太郎・藤田 真生
（ 法政大学）

斎藤 元伸・会沢 真之介
（わかたけ保育園） 1部 野島 律子・上山 さやか

（わかたけ保育園）
深沢 友恵・横田 真澄

（ラケットショップフジ・ヤンヤン）

2部 越智 大介・高田 俊明
（ 友羽会）

斎藤 翔吾・荒瀬 将人
（淑徳大学国際） 2部 鎌田 綾・渡辺 裕子

（淑徳大学）
中里 洋子・石井 裕子

（ＭＯＩＣＨＩ） 2部 野崎 智厚・堀池 由紀子
（アイボリー）

小野 富士子・榊 登司子
（アイボリー）

3部 大貫 誠・渡辺 広
（羽根組）

那須野 則男・長南 明
（ＢＳＳ） 3部 早田 麻美・小門 麻衣

（フェニックス）
浅利 美津子・白方 とも子
（秋川クラブ・福生つくし）

1部 鈴木 利之・寺西 雷太
（ウエンブレー）

會澤 真之介・滝沢 忍
（わかたけ保育園・ＹＯＮＥＸ）

1部 深沢 友恵・西城 真理子
（ラケットショップフジ・武蔵野市）

久保田 順子・川上 京子
（ヤンヤン） Ｌ４５ 西村 智旭・加藤 悦子

（美羽クラブ）
宮内 千鶴子・小庭 洋子

（エバーグリーン）

2部 中谷 典雄・中村 公司
（八王子市・羽村市）

亀卦川 洵・森尻 勇太
（鷲宮Ｏ・Ｐ・Ｐ） 2部 川添 祐子・倉重 友美

（国分寺市）
縫島 環・佐藤 奈緒美

（早大友羽会） Ｌ５５ 横倉 民子・寺本 秋子
（シーガルス２１・Ｔ．Ｓ．Ｃ）

荒木 恵子・斉藤 くに江
（シャトルフレンズ・ジュディ）

3部 神尾 博・宝迫 俊久
（ブルースター）

山下 隆洋・堀江 新之介
（早大友羽会） 3部 松本 広美・浜岡 樹里

（早大友羽会）
張 慧・阿部 未加子
（わかたけ保育園）

1部 仲澤 悟史・寺西 頼太
（ウエンブレー）

斎藤 元伸・垣内 大輔
（わかたけ保育園） 1部 西山 久美子・山田 多恵

（へっちゃらぴ～団）
馬詰 由美子・久保田 順子

（スナイパー） Ｌ４５ 田阪 泉・高坂 和恵
（東大和レディース）

平野 京子・山口 邦子
（上尾クラブ・飯能ファミリー）

2部 大野 翔一・大森 悠馬
（淑徳巣鴨中・青陵中学）

田中 智明・長井 優
（レッドウィングス） 2部 高原 真由美・山下 由記子

（所沢チュニア）
岡崎 真奈美・小高 みゆき
（星野高校ＯＧ・星野高校）

3部 岡野和之・樋口幸一
（ たまご）

古木 智之・田勢 隆
（ ザ・マリオ） 3部 舘野 歩美・田中 沙希

（早大友羽会）
村井春香・内田美波

（ 星野高校）

1部 斎藤 元伸・寺西 頼太
（わかたけ保育園・ウェンブレー）

平子 将太・片岡 智也
（スナイパー） 1部 田制 杏佐子・伊藤 美穂

（楽みんとん）
那須野 彩香・中島 沙織

（ Ｂ Ｓ Ｓ ） Ｌ４５ 岩垣 徳子・加藤 悦子
（富士見クリア・川越美羽クラブ）

渡辺 恵子・高坂 和恵
（八王子クラブ・東大和レディース）

2部 大野 露・木下 勇太
（日本ウェルネススポーツ専門）

佐藤 創一・甲田 俊介
（国分寺市・ 青梅市） 2部 松村 めぐみ・澤木 麻佑子

（ たまご）
氏家 敬子・染谷 裕紀子

（ ｅ ａ ｓ ｔ ） Ｌ５５ 河野 美富・井伊 昭子
（ 木曜会）

向後 多美恵・直井 むつ子
（八王子クラブ・レモングラス）

3部 樅木 敏朗・北岡 幸一
（ 土曜会）

雨宮 祐介・國原 淳也
（ 黒兎団） 3部 瀬尾 有紀・米澤 貴子

（ＭＩＸ ＢＥＲＲＹ）
萱場 絵美子・小野 理香
（ 錦クラブ・ Ｂ Ｓ Ｓ ）

1部 斎藤 元伸・寺西 頼太
（わかたけ保育園・ウエンブレー）

富田 岳彦・佐藤 憲策
（ リオン・東京消防庁） 1部 田制 杏佐子・浅野 加奈子

（楽みんとん）
上田 彰子・笠原 朋美

（よんさんかい） Ｌ４５ 岩垣 徳子・加藤 悦子
（富士見クリア・川越美羽クラブ）

小西 紀代子・小山 節子
（木曜会）

2部 荒木 大輔・高木 彰人
（ Ｆ Ｐ ）

今村 昂・山澤 良介
（Ｔ－ｒｉｓｅ） 2部 須田 麻梨香・鈴木 夏未

（武蔵野大学）
小庭 洋子・須田 美由喜

（エバーグリーン・ 港平和）
Ｌ５５ 小暮 美千子・斉藤 くに江

（日野ルディ・東村山ジュディ）

長田 往子・川井 節子
（武蔵野クラブ）

3部 矢口 竜・小峯 昌城
（ 翼球塾・ＹＡＧＵＣＨＩ６９）

小野 博士・斎藤 達也
（ Ｂ Ｓ Ｓ ） 3部 鈴木 愛美・伏見 晴菜

（ 早大友羽会）
三浦 あき・塚ノ目 祥乃

（ 早大友羽会）

1部 斉藤 元伸・寺西 頼太
（わかたけ保育園）

菊地 功太郎・水迫 拓摩
（京王ムシキング） 1部 山口 佳恵・小野 悠奈

（ Ｂ Ｓ Ｓ ）
秋田 真由美・深田 汐梨

（ぶたミントン・すうぃーとはーとＮｏ．１）
Ｌ４５ 礒 昌代・増田 直美

（所沢木曜会）
絹川 敬子・早坂 広子

（ 羽楽）

2部 樋口 隆広・矢野 隆広
（ Ｉ Ｍ Ｌ ）

川口 翔・雨宮 祐介
（清瀬ＹＯＮ） 2部 小田桐 綾・櫻井 柚夏

（ 友羽会）
民部 由紀・北田 伊吹

（川越女子高・所沢北高） Ｌ５５ 小暮 美千子・斉藤 くに江
（ ルディ・ジュディ）

岡本 順子・浅田 邦子
（ Ｋ Ｂ Ｃ ・朝霞シャトルフレンド）

3部 石川 正明・石川 泰之
（ 石川組）

小峯 昌城・矢口 竜
（ 翼球塾） 3部 青木 香奈芽・菅野 里美菜

（志木二中）
福岡 智子・五十嵐 麻衣

（くれしぇんど）

1部 藤田 真生・鈴木 秀治
（ 一般・ラケットショップフジ）

斎藤 元伸・藤野 和樹
（わかたけ保育園） 1部 西山 久美子・小見山 咲枝

（ 小平市）
秋田 真由美・深田 汐梨

（ 一般・すぃーとはーとＮＯ．１）
Ｌ４５ 野口 朱美・石原 美香子

（八王子協会）
岩垣 徳子・加藤 悦子

（富士見クリア・川越美羽クラブ）

2部 飯田 陸・須田 和
（ 朧月）

田口 雄三・鈴木 健太
（ 黒龍會） 2部 丹野 千瑛・石原 優美

（小平２中）
榎並 由佳・阿部 南希

（早大友羽会） Ｌ５５ 金井 恵子・小榑 敦子
（ＷＩＮＳ＇２１）

斉藤 くに江・荒木 惠子
（ ジュディ・シャトルフレン

ズ）

3部 清酒 文人・山崎 拓也
（チームつくし）

岩田 直久・吉田 文則
（ 清瀬Ｙ Ｏ Ｎ ・ Ｔ Ｂ Ｃ ） 3部 小林 遥・田中 美咲

（ フリー）
田中 悠・金田 珠実

（Ｊ－Ｂｉｒｄｓ）

1部 斎藤 元伸・赤堀 豊
（わかたけ保育園）

田中 智明・駒田 直也
（ウェルネス） 1部 馬詰 由美子・松村 愛美

（スナイパー）
佐藤 綾奈・柳 麻美

（リーブル） Ｌ４５ 岩垣 徳子・加藤 悦子
（富士見クリア・川越美羽クラブ）

礒 昌代・増田 直美
（木曜会）

2部
乙訓 浩司・岩井 雄亮

（東村山高校・千葉敬愛高
校）

武田 直人・西野 魁
（ちょこくろ） 2部 三浦 安貴・原田 なつみ

（早大友羽会）
竹山 海音・目崎 なつみ

（武蔵野大学）

3部 新垣 優介・植村 亮信
（法政大学）

森泉 貴也・杉本 陵
（一般） 3部 松田 理沙子・山内 彰子

（早大友羽会）
青木 香代得・北地 茉悠花

（東村山高校）

1部 鈴木 秀治・内田 健太
（ラケットショップフジ・帝京大学）

福嶋 大河・手島 浩之
（HONDA・国士舘大学） 1部 佐藤 綾奈・関 亜由美

（リーブル）
村松 愛美・柳 麻美

（ヤンヤン） Ｌ４５ 斉藤 智子・金井 恵子
（WINS'２１）

村松 典子・田口 葉月
（ZEAL）

2部 柴田 陽登・福嶋 壮太
（小平二中）

土岐田 匡将・宮澤 洋亮
（ブラックス） 2部 鈴木 彩・安諸 綾乃

（リーブル）
江越 夢乃・熊谷 真希

（片倉高校）

3部 森 大樹・松橋 洸
（フォーティーズ）

佐藤 聡気・朝山 貴憲
（法政大学） 3部 宮下 安奈・中山 美咲

（霙楼）
木村 ほのか・野添 真由

（小金井北高校）

1部 菊池 朗史・永井 諒
（ちーかま）

佐野 将英・北岡 幸一
（東京農工大・福生市） 1部 鈴木 夏未・須田 麻梨香

（武蔵野ＯＧ）
松村 愛美・秋元 直美

（ＹＡＮＹＡＮ） Ｌ４５ 内田 善子・伊藤 定子
（秋葉クラブ・BFクラブ）

岩垣 徳子・小田 眞由美
（富士見クリア）

2部 今泉 貴行・大村 政貴
（リーブル）

島村 瞬・男全 圭人
（ＴＭＳ） 2部 白間 日奈子・谷口 菜沙

（東京家政学院高）
村松 めぐみ・阿部 裕紀子
（坂戸ウィングス・ｅａｓｔ） Ｌ５５ 鎌田 美智子・木村 明美

（白菊）
永井 園子・小林 順子
（エーデルワイス）

3部 泊 翔太・中村 崇志
（小手指スマッシュ）

千葉 純也・高橋 宏明
（あさとし） 3部 高橋 香・増田 邦子

（小手指スマッシュ・所沢チュニア）

宮内 美紀・星野 美江子
（エーデルワイス） L60 前田 春美・阿部 良子

（水元ＢＫＧ・ミンクス）
鈴木 真知子・小泉 和子

（エーデルワイス）

レ デ ィ ー ス

第3回
2006

第9回
2012

第1回
2004

第2回
2005

男 子 女 子

第4回
２００７

第5回
２００８

第6回
２００９

第7回
2010

第8回
2011

第10回
2013

第11回
2014

第12回
2015
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優 勝 準 優 勝 優 勝 準 優 勝 優 勝 準 優 勝
レ デ ィ ー ス男 子 女 子
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1部 斎藤 元伸・佐々木 真哉
（わかたけ保育園）

佐野 将英・北岡 幸一
（東京農工大学・福生市） 1部 Ｌ４５ 山本 泉・榊 登司子

（アイボリー）

田口 久子・高田 直美
（美羽クラブ・ステップワ

ン）

2部 川音 勇稀・石井 瑠輝
(帝京大学・日大明誠）

細畑 幸太・北村 遼
（リーブル） 2部 緑川 夏生・丹野 千瑛

（帝京大学）
石田 華菜・金井 亜優実
（リーブル・細田OG） Ｌ５５ 小山 由美子・佐藤 真知子

（青梅市・西東京市）
臼井 美晴・坂本 京子

（ザ・マリオ）

3部 大川 恭平・鷲塚 雄哉
（バーボン）

岩城 伸明・木口 智広
（八王子） 3部 中田 倫・安田 愛美

（一般）
加藤 久美子・簗瀬 香奈恵

（エーデルワイス） L60 小谷野 昌子・岡本 るみ子
（所沢二期会・川越シャトルレディース）

内田 幸子・設楽 美代子
（秩父グリーン・秩父クラ

ブ）

1部 乙訓浩司･白鳥祐人
（ぴーぷる）

高橋栄希･近藤和輝
（ぴーぷる） 1部 十亀加奈江･田中優貴美

（埼玉県立大宮東高校）
大貫真里奈･二瓶晴奈

（埼玉県立大宮東高校） ４部
大島晶子･北森寛子

（ Ｅ Ｘ Ｃ Ｅ Ｌ ･スリーファイ
ブ）

三澤彰子･大平郁子
（草加ＬＢＣフレンズ）

2部 鈴木一磨･松岡宏樹
（チームシェイ）

林竜太･川村祐介
（チームシェイ） 2部 松本綾･伏見晴菜

（ラケット団）
岩田那々香･田中利沙

（西武入間･八王子協会） ５部 山田芳香･加藤悦子
（アイボリー）

小山由美子・佐藤真知子
（ 青梅市･西東京市）

3部 小林真矢･片岡龍弥
（錦城高校）

井上岳･冨井大雅
（明治学院東村山高校） 3部 粕谷紗希･並木美佳

（ 錦城高校）
森佑芽･神田七彩

（ 錦城高校） ６部 大久保かよ子･設楽美代子
（国立ＢＣ･秩父クラブ）

阿部良子･新山真由美
（ミンクス･窪町）

1部 小池 直樹･福島 友朗
(ＷＡＫＡＴＡＫＥ ＢＣ)

斎藤 元伸･藤野 紘史
(ＷＡＫＡＴＡＫＥ ＢＣ) 1部 中井川 美奈・磯部 静

(ポテマヨ)
岡崎 真奈美・太田 麗奈

(Ties) ４部 中村 恒子･田制 杏佐子
(すがも･楽みんとん)

佐々木 静子･山下 由記子
(ふらいんぐトトロ)

2部 板橋 浩気･幸福 信
(フリーク･スマッシュ)

恩田 高弘・関根 崇
(ヤンヤン・入間市) 2部 阿部 優理菜・大谷 風子

(国分寺市)
橋富 千紘･篠原 由香里

(一般) ５部 加藤 悦子･山田 芳香
(川越美羽・アイボリー)

藤平 智子・大平 操
(オリーブ･ＢＬＣ)

3部 山口 博之・森川 稜
(一般)

池田 裕章･斎藤 雄輔
(ＦＰ) 3部 新居 花梨･桑原 真優果

(リーブル)
森 隆子･安部 香代子

(みずほクラブ) ６部 内野 とし子･設楽 美代子
(坂戸マーレエ･秩父クラブ)

坂本 京子･大池 久子
(ペパーミント･Hi!tachi)

1部 1部 ４部

2部 2部 ５部

3部 3部 ６部

第13回
２０１６

第１４回
２０１７

第15回
2018

第16回
2019
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