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第39回群馬県レディースバドミントン大会

〈団体戦〉

平成30年6月24日(臼〉

会場;伊勢崎市民体育館

主催 群馬県バドミントン協会

縛馬県レディース1'(ドミントン連盟

主管 群馬県レディースバドミントン連盟

伊野崎市バドミントン協会

後揺 一般財団法人伊努崎市スポーツ協会

伊傍崎市教育委員会

協賛 ゴーセン線式会社

よ毛新聞社



競技要項及び審判上の注意

1.メンバー変更がある場合は、受付時に本部に申し出てください。

2.本部の指示があるまでコート肉での練習は原則として認めません。

3.試合開始のコール後5分以内にコートに入らない場合は棄権とみなします。

4.ポイントは全て 21点3ゲーム延長あり で行います。

5.審判は試合に入っているチームで行ってください。

6.各級とも優勝チームを表彰します。

7.昼食は観覧席でお願いします。

8.ゴミの持ち帰りに協力をお願いします。

【試合順序】

①2-5 ②1-4 ③3ー5 ④2-4 ⑤1-3

⑥4-5 ⑦2-3 ⑧1-5 ⑨3-4 ⑩1-2 

【コート番号】
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競技要項及び審判上の注意

1.メンバー変更がある場合は、受付時に本部に申し出てください。

2.本部の指示があるまでコート肉での練習は原則として認めません。

3.試合開始のコール後5分以内にコートに入らない場合は棄権とみなします。

4.ポイントは全て 21点3ゲーム延長あり で行います。

5.審判は試合に入っているチームで行ってください。

6.各級とも優勝チームを表彰します。

7.昼食は観覧席でお願いします。

8.ゴミの持ち帰りに協力をお願いします。

【試合順序】

①2-5 ②1-4 ③3-5 ④2-4 ⑤1-3 

⑥4-5 ⑦2-3 ⑧1-5 ⑨3-4 ⑩1-2 

【コート番号】
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C 級 すずらん WINS' 21 MIX 
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参加者名簿

クラブ名 氏 名

赤堀 A 矢島とし子 飯島波江 加納渚

(伊勢崎) 小津愛 小津歩 須藤詩織

矢島莱由子

ドリームズ A 石岡佳世子 中嶋愛美 朝倉美香

(太田) 須田千佳子 辻本麻里子 正田典子

A 
渋川あじさい A 行方真弓 神垣有香 高橋白星香 | 

(渋川) 井出実咲 篠原香菜 星野恵里奈 | 

級 ままちいる 小野里和美 権藤敬子 外所さおり

(前橋) 丸茂さえ子 平出絵梨香 中山享美

大津こず絵 関口美希

前橋レディース A 鈴木かおり 近藤知子 松村紀子

〈前橋) 小林麻理子 務藤玲手 武内涼子

稲村ひとみ 関辛子 3卒、対1 :z_ ~弘代

前橋レディース B 木暮敬子 小野里こずえ 金子洋子

(前橋) 佐藤安子 柴田正子 花井愛

池田由美子 阿部みなみ 高楠幸世

高崎北 A 二輪敦子 池内則子 清水佳枝

(高崎) 岡本成子 沢田貴子 佐藤恵美

B ;各般公
MIX DROP A 松島紀子 坂本あさみ 永井円香

(高崎) 高山由美 長尾真由美 北村なおみ

藤本真佑 J') l'守ぬj-
級 ポップコーン A 村井智恵子 日野真由美 樵詠美

(前橋) 梅山裕子 田嶋芭子 棚橋理恵

高崎中央 A 設楽清美 岩藤則子 柴山みゆき

(高崎) 片平様子 稲葉雅子 高橋奈麻美



参加者名簿

クラフ名 氏 名

すずらん A 永見ゆか 涌永美幸 小林つばさ

(前橋) 佐藤美紀子 星野祥美 蕗携平

知，I1紗《守、

WINS' 21 斉藤智子 高橋徳子 真庭茂恵香

(前橋〉 金井恵子 木樽教子 青柳貴美子

G 酒井里子 萩原豊子

MIX DROP B 山田みゆき 柴崎智子 吉岡貴子

(高崎) 小林華子 持田ニ恵 新井裕子

焔才守系乙払 、台内 4ユ予
/'/-い『、世I 三今、I.B坊主一

級 サワフジ 森久美子 高橋智栄 久田はる子

(伊勢崎) 蒔田節子 村田知美 大竹和代

後藤倫

クレッセント 倉津康羽 須田友子 須藤香奈子

(沼田〉 松永淑子 吉原さより 生方のり子

須藤靖江 穂刈菜摘

すずらん B 菅原美穂 新井潤子 高野裕子

(前橋) 加辺宏味 小林洋子 飯野たか子

アップル A 大群春美 米川香世 伊藤多美子

(玉村) 松下薫 木島未沙 鰹沼風花

D 長谷川智子

高崎北 B 小代智美 本保洋子 小井土真理子

(高崎〉 竹内美和 小林麻美 中島里美

ム及j物今
級 高崎中央 B 宮島民子 高橋啓子 有野良江

(高崎) 村尾トシ江 片桐麻美子 恵美康子

堀米喜美子

オリーブ 石坂由美子 加藤綾子 大小原恭子

(高崎) 因遺ます子 皆瀬千恵美 佐々木由美



参加者名簿

クラフ名 氏 名

ドリームズ B 鈴木富士子 西間木虞理子 井上恵美子

(太田) 藤井淳子 森田さとみ 日野亜佐美

5宇名文玉子
すずらん G 阿久津澄江 福田規子 岡崎深雪

(前橋) 松井香奈 高徳直美 石坂まどか

E 
S K B 石井弘子 木村佳子 山中君江

(渋JlI) 偉回香代 原田幸代 萩原由美子

大村節子 二本美由紀 市川美希

級 赤揖 B 馬場美智江 池田美恵子 角橋みゆき

(伊努崎) 武山千春 星田純子 阿部弘子

神沢直子 馬場和代

ポップコーン B 渡辺洋子 竹本和子 堀越昌代

(前橋) 六本木美代 鴻回史子 石川藍

ドリームズ G 芝みつ子 八木智美 中村一恵

(太田) 関塚恵子 清水順子 真田恵

3十件偽ラ
すずらん D 三浦純子 松本浩子 北爪ゆかり

(前橋) 小林二代子 佐藤貴子 喜崎幸宇

F ?夜、;lgzらふ

アップル B 木島よし江 羽二生恵理奈 山田陽子

(玉村) 高木道代 桜井信子 小堀二重

岩田由佳

級 渋川あじさい B 小原きよみ 栗原みよ子 下回美恵子

(渋JII) 真下典子 松岡祐三子 野口栄子

，、ピネスターズ 木村幸代 石原幸子 杉田英恵

(太田) 持田圭子 堀内麻由子 村上悦子

萩野美恵子 畠山貴代 か糸 砂11女


