
第67回群馬県総合バドミントン選手権大会（個人）　有資格者

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

高校総体 1 小高　一純 清　明 工藤　　光 桐　商 田口　　裕太 桐　商 川村　芽生奈 清　明 川村　芽生奈 清　明 東林　彩未 清　明

2 工藤　　光 桐　商 大隅　正敏 桐生 植木　　優介 桐生 野呂　恵夢 清　明 遠田有寿香 桐　南 木村佳乃子 桐　南

3 井上　博貴 桐　生 小高　一純 清　明 小川　仁 清　明 福田　結衣 清　明 野呂　恵夢 清　明 町田　雪乃 清　明

4 芦澤　康輔 市太田 芦澤　康輔 市太田 飛鳥　翔 市太田 東林　彩未 清　明 福田　結衣 清　明 渡邉　真衣 清　明

高校新人 1 井上　博貴 桐　生 井上　博貴 桐　生 中町　和磨 桐　生 川村　芽生奈 清　明 野呂　恵夢 清　明 町田　雪乃 清　明

2 中町　和磨 桐　生 飛鳥　翔 市太田 小林　悠介 市太田 野呂　恵夢 清　明 川村　芽生奈 清　明 東林　彩未 清　明

3 飛鳥　翔 市太田 桝田　来夢 西邑楽 野中　友揮 西邑楽 東林　彩未 清　明 福田　結衣 清　明 渡邉　真衣 清　明

4 高澤　颯 桐　生 後藤　晃太 桐　生 高澤　颯 桐　生 福田　結衣 清　明 内田　祐依 清　明 大村　遥 清　明

全日本社会人予選 1 溝口　祐太 富士重工 外所　一哉 高崎協会 明沼　陵司 前橋協会 中島　愛美 高崎協会 石岡加世子 太田協会 明沼　陵司 前橋協会 中島　愛美 高崎協会

2 外所　一哉 高崎協会 成田 伸二 富士重工 鈴木　健太 富士重工 加納　渚 前橋協会 関　紀子 高崎協会 森村　和史 伊勢崎協 寺内美幸 伊勢崎協

3 藤原　優作 富士重工 松本　俊一 みどり協 森村　和史 伊勢崎協 飯島　波江 伊勢崎協 石原　梢 みどり協 岩崎　健吾 みどり協 飯島　波江 伊勢崎協

4 田中　優耶 太田協会 長岡　孝一 前橋協会 新井　理記 前橋協会 茂木　幸子 伊勢崎協 木暮　英代 前橋協会 平野　浩 前橋協会 木暮　英代 前橋協会

5 高根沢　名央 富士重工 高見澤　崚 富士重工 岸田　貴嗣 富士重工 松田　寿美恵 前橋協会 金澤　紗恵子 高崎協会 六本木義宏 前橋協会 矢島茉由子 伊勢崎協

6 高見澤　崚 富士重工 谷平　裕二 富士重工 藤原　優作 富士重工

7 相葉　宗一 太田協会 樋口　晃敏 太田協会 相葉　宗一 太田協会

8 谷平　裕二 富士重工 溝口　祐太 富士重工 長谷川　聡 富士重工

国体予選・成年男女 1 久保田昇吾 金沢学大 溝口　祐太 富士重工 高田　晃 前橋協会 篠田　希望 法政大学 篠田　希望 法政大学 茂野みゆき 清明ＯＧ

2 早乙女拓也 作新学大 外所　一哉 高崎協会 明沼　陵司 前橋協会 茂野みゆき 清明ＯＧ 村山　愛美 共愛大学 松田沙也加 共愛大学

3 溝口　祐太 富士重工 久保田昇吾 金沢学大 早乙女拓也 作新学大 清水　詩織 法政大学 糸井みなみ 群馬大学 川村静奈美 清明ＯＧ

4 山田　新 高経大学 藤澤　悠 東海大学 山田　新 高経大学 清水　詩織 法政大学 清水　祥子 前東ＯＧ

5 内藤　徳亮 みどり協 赤石　悠輔 みどり協 丹波　優介 みどり協

6 田中　優耶 太田協会 内藤　徳亮 みどり協 岩崎　健吾 みどり協

7 外所　一哉 高崎協会 谷平　裕二 富士重工 藤原　優作 富士重工

8 藤原　優作 富士重工 長岡　孝一 前橋協会 新井　理記 前橋協会

国体予選・少年少女 1 小高　一純 清　明 井上　博貴 桐　生 中町　和磨 桐　生 野呂　恵夢 清　明 川村　芽生奈 清　明 東林　彩未 清　明

2 工藤　　光 桐　商 小高　一純 清　明 小川　仁 清　明 川村　芽生奈 清　明 野呂　恵夢 清　明 町田　雪乃 清　明

3 井上　博貴 桐　生 大隅　正敏 桐生 植木　　優介 桐生 遠田有寿香 桐　南 福田　結衣 清　明 渡邉　真衣 清　明

4 芦澤　康輔 市太田 工藤　　光 桐　商 田口　　裕太 桐　商 福田　結衣 清　明 本橋　麻衣果 桐　商 邉見　香澄 桐　商

5 飯塚　　優斗 西邑楽 芦澤　康輔 市太田 塚田　　拓巳 市太田 中島　愛理 太田中 馬場　栞菜 桐　南 須田　栞菜 桐　南

6 小川　仁 清　明 平野　大輔 桐　商 星野　涼太 桐　商 町田　雪乃 清　明 光山　珠生 市太田 爲貝　歩美 市太田

7 塚田　　拓巳 市太田 小林　悠介 市太田 鈴木　康太 市太田 東林　彩未 清　明 須藤　詩織 桐　商 伊藤　媛香 桐　商

8 中町　和磨 桐　生 竹澤　遼 市太田 加藤　嵩之 市太田 中林　佳澄 中央中等 内田　祐依 清　明 手嶋　彩音 清　明

県実業団個人 1 － － －

2 － 鈴木　健太 富士重工 藤原　優作 富士重工

3 江泉　享哉 ミツバ 谷平　裕二 富士重工 江泉　享哉 ミツバ

4 谷平　裕二 富士重工 高見澤　崚 富士重工 溝口　祐太 富士重工

Ｈ２６年度県総合 1 久保田昇吾 清　明 金子　陽次 桐生協 藤澤　悠 東海大学 横山　愛 太田女 村山　愛美 共愛大学 松田沙也加 共愛大学 本田亮介 桐生協 内藤　遥 みどり協

2 金子　陽次 桐生協 外所　一哉 高崎協会 明沼　陵司 前橋協会 寺尾　莉奈 太田商 加納　渚 前橋協会 関　紀子 高崎協会 長岡　孝一 前橋協会 岩野　春菜 前橋協会

3 小高　一純 清　明 谷平　裕二 富士重工 藤原　優作 富士重工 須藤　詩織 桐　商 寺尾　莉奈 太田商 光山　珠生 太田商 六本木　歩 前橋協会 飯島　波江 伊勢崎協

4 内藤　徳亮 みどり協 井田　達也 桐　商 遠藤　健斗 桐　商 後藤　彩音 元総社中 大澤智恵美 桐　商 撹上　萌夏 桐　商 唐沢　孝光 高崎協会 菊池　晴美 高崎協会

大会名 ランク

男子Ｓ 男子Ｗ 混合Ｗ女子Ｓ 女子Ｗ


