
第73回　群馬県総合バドミントン選手権大会　有資格者名簿

１．前回大会ベスト４    1 小高　一純 伊勢崎協会 高見澤　崚 ＳＵＢＡＲＵ 佐竹　慧悟 ＳＵＢＡＲＵ 藤本　真未 高崎商大附高校 茂野みゆき 伊勢崎協会 篠田希望 太田協会 藤原　優作 SUBARU 中嶋　愛美 高崎協会

2019年度開催　　　　　　 2 赤石　悠輔 みどり協会 小高　一純 伊勢崎協会 藤澤　悠 桐生協会 原　萌子 中央中等 中島　亜紀 新島学園 河野　鈴佳 新島学園 小林　和樹 太田協会 茂野みゆき 伊勢崎協会

3 早乙女拓也 みどり協会 浅井　匠汰 太田協会 栗田　昌征 太田協会 石関　都古 中央中等 藤本　真未 高崎商大附高校 武井　陽香 中央中等 長岡　孝一 前橋協会 岩野　春菜 前橋協会

4 宮下　冬偉 市立太田 松島　圭祐 館林協会 大杉　元気 館林協会 武井　陽香 中央中等 石関　都古 中央中等 原　萌子 中央中等 藤澤　悠 桐生協会 小澤　愛 太田協会

２．成年社会人ベスト８

３．成年国体ベスト８ 1 小高　一純 伊勢崎協会 福岡　輝 太田協会 松島　圭祐 館林協会 太田捺美香 高崎健康福祉大学 鈴木　育美 高崎健康福祉大学 新井　瞳伽 高崎健康福祉大学

2 渡邉　俊祐 高崎健康福祉大学 手嶋　柊斗 高崎健康福祉大学 堀口　晃平 高崎健康福祉大学 江田　美吹 高崎健康福祉大学 太田捺美香 高崎健康福祉大学 江田　美吹 高崎健康福祉大学

3 手嶋　柊斗 高崎健康福祉大学 藤澤　悠 桐生協会 小高　一純 伊勢崎協会 新井　瞳伽 高崎健康福祉大学 宮﨑　芹華 高崎健康福祉大学 久松寿美玲 高崎健康福祉大学

4 藤原　優作 SUBARU 蕪木　辰義 みどり協会 早乙女拓也 みどり協会 渡邉　遥 高崎健康福祉大学 福田　結衣 前橋協会 後藤　彩音 千葉商科大学

5 桒原 遼太 桐生協会 藤原 優作 SUBARU 高見澤 崚 SUBARU 鈴木 育実 高崎健康福祉大学 渡邉　遥 高崎健康福祉大学 須田　絢菜 高崎健康福祉大学

6 五十嵐 達哉 高崎経済大学 小林 和樹 太田協会 金子 聖 太田協会 宮﨑 芹華 高崎健康福祉大学

7 小山 悠斗 敬和学園大学 田中 風伊 高崎健康福祉大学 原田 悠真 高崎健康福祉大学 久松 寿美玲 高崎健康福祉大学

8 三ツ橋 友哉 高崎健康福祉大学 五十嵐 達哉 高崎経済大学 小山 悠斗 敬和学園大学

４．実業団個人ベスト４

５．高校総体ベスト４ 1 金子　美輝 市立太田 石原　慶士 市立太田 長岡　武琉 市立太田 朝倉ひより 共愛 石関　都古 中央中等 原　萌子 中央中等

2 石岡　匠 太田工業 金子　美輝 市立太田 松本　悠 市立太田 山路　爽 市立太田 山路　爽 市立太田 黒谷明香里 市立太田

3 杉本　晴輝 桐生高校 石岡　匠 太田工業 成塚　智耶 太田工業 近藤ももな 共愛 朝倉ひより 共愛 近藤ももな 共愛

4 大島康世委 伊勢崎清明 杉本　晴輝 桐生高校 日野　颯人 桐生高校 柏瀬　倫佳 共愛 近藤ななみ 共愛 宮下果菜子 共愛

６．高校新人ベスト４ 1 大島康世委 伊勢崎清明 大島康世委 伊勢崎清明 北島　大輝 伊勢崎清明 朝倉ひより 共愛 朝倉ひより 共愛 近藤ももな 共愛

2 須藤　大翔 桐生商業 荻原　大輝 商大附 三田　史向 商大附 近藤ももな 共愛 柏瀬　倫佳 共愛 木村　安寿 共愛

3 三田　史向 商大附 岩﨑　巧真 太田工業 石黒　秀明 太田工業 柏瀬　倫佳 共愛 平野　詩音 桐生商業 石岡　晶 桐生商業

4 立石　柚月 商大附 松島　勇海 新島学園 横内　駿 新島学園 木村　安寿 共愛 中川　花菜 桐生高校 齋藤　玲奈 桐生高校

７．中学校総体ベスト４ 1 小倉　海斗 桐生相生 佐瀬龍之介 安中新島 濱西　心太 安中新島 山口　来実 前橋第一 青木　結菜 桐生境野 成田　柚 桐生境野

2 栗原　和輝 太田城西 但木　朔也 桐生相生 小島　陸 桐生相生 須藤　夏希 桐生笠懸 金子　天音 桐生笠懸 植木　晴菜 桐生笠懸

3 萩原　利侑 太田西 渡辺　晴貴 桐生笠懸 矢嶋　柚葵 桐生笠懸 柏瀬　百音 桐生桜木 松本　蒼衣 桐生笠懸 石原　妃莉 桐生笠懸

4 山路　悠輔 太田南 木村　颯斗 桐生笠懸南 久保田　俊 桐生笠懸南 櫻井　妃花 桐生中央 磯野　友香 藤岡西 新井　爽月 藤岡西

８．中学校新人戦ベスト４

９．全国ABC県予選 1 山口　晃央 前橋東 中野　日麗 MCジュニア

　　Aグループベスト4 2 大場　悠正 前橋東 石原　茉侑 強戸ジュニア

3 倉田　匠 Qualia Jr 関口　心椰 NBCあずま

4 髙野　駿 MCジュニア 須藤　柚希 MCジュニア

１０．全国ABC県予選 1 望月　創太 尾島ジュニア 柏瀬　天芳 神明ジュニア

　　Bグループベスト4 2 山越　翼 高崎ジュニア 二渡　夕子 笠懸ジュニア

3 宮﨑　祥也 桜木ジュニア 髙山　実桜 伊勢崎ジュニア

4 遠坂　泰馳 藪塚ジュニア 中山　結菜 前橋東

１１．小学総体ベスト４
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