
第69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 小山　悠斗 太工 平野　大輔 桐　商 渡邉　　一輝 桐　商 川村　芽生奈 清　明 川村　芽生奈 清　明 東林　彩未 清　明

2 渡邉　　一輝 桐　商 高木　夏生 桐　商 星野　涼太 桐　商 小野　梨花 桐　商 渡邉　真衣 清　明 大村　遥 清　明

3 平野　大輔 桐　商 鈴木　隼人 太工 小山　悠斗 太工 東林　彩未 清　明 中島　愛理 市太田 宮下　怜音 市太田

4 加藤　嵩之 市太田 須藤　渉 桐　商 田島　優輝 桐　商 狩野　睦子 桐　商 馬場　栞菜 桐南 須田　栞菜 桐南

高校新人 1 小山　悠斗 太工 手嶋　柊斗 清　明 桒原　彰吾 清　明 小野　梨花 桐　商 大日方麗央 桐　商 狩野　睦子 桐　商

2 渡邊　一輝 桐　商 渡邊　一輝 桐　商 成塚　陸翔 桐　商 狩野　睦子 桐　商 新井　杏奈 桐　商 小野　梨花 桐　商

3 手嶋　柊斗 清　明 石岡　凌 太工 小山　悠斗 太工 原田　七海 清　明 長島　美優 桐　商 久柗　寿美玲 桐　商

4 五十嵐達也 桐生 森尻　夏雪 太工 三ツ橋友哉 太工 宮下　怜音 市太田 亀田　瑠菜 桐　商 本橋　明莉 桐　商

全日本社会人予選 1 藤原　優作 ＳＵＢＡＲＵ 外所　一哉 高崎協会 明沼　陵司 前橋協会 須藤　詩織　 大泉協会 中嶋 　愛美 高崎協会 石岡佳世子 太田協会 明沼　陵司 前橋協会 中嶋 　愛美 高崎協会

2 高見澤　崚 ＳＵＢＡＲＵ 松本　俊一 みどり協 森村　和史 伊勢崎協 木下　美紀 太田協会 須藤　詩織　 大泉協会 安野　仁美　　 太田協会 石岡　直樹 太田協会 石岡佳世子 太田協会

3 外所　一哉 高崎協会 赤石　悠輔 みどり協 田中　優耶 太田協会 朝倉　美香 伊勢崎協 寺内美幸 伊勢崎協 谷平　裕二 富士重工 安野　仁美　　 太田協会

4 松本　俊一 みどり協 藤原　優作 ＳＵＢＡＲＵ 鈴木　健太 ＳＵＢＡＲＵ 金澤　紗恵子 高崎協会 菊池　晴美 高崎協会 森村　和史 伊勢崎協 寺内美幸 伊勢崎協

5 相葉　宗一 太田協会 谷平　裕二 ＳＵＢＡＲＵ 蕪木　辰義 みどり協 藍原　義彬 桐生協会 飯島　波江 伊勢崎協

6 樋口　晃敏 太田協会 小島敏計 高崎協会 清水　裕介 前橋協会 伊藤　修次 高崎協会 松田　寿美恵 前橋協会

7 赤石　悠輔 みどり協 樋口　晃敏 太田協会 相葉　宗一 太田協会

8 鈴木　健太 ＳＵＢＡＲＵ 長岡　孝一 前橋協会 新井　理記 前橋協会

国体予選・成年男女 1 早乙女拓也 作新学大 早乙女拓也 作新学大 蕪木　辰義 みどり協 糸井みなみ 群大 木下　美紀 太田協会 内藤　遥 伊勢崎協

2 工藤　光　 みどり協 外所　一哉 高崎協会 明沼　陵司 前橋協会 須藤　詩織　 大泉協会 立花　遥 伊勢崎協 井上　真花 太田協会

3 赤石　悠輔 みどり協 松本　俊一 みどり協 森村　和史 伊勢崎協 木下　美紀 太田協会 須藤　詩織　 大泉協会 安野　仁美　　 太田協会

4 外所　一哉 高崎協会 松下　左今 前橋協会 藍原　義彬 桐生協会 菊池　結奈 清明ＯＧ 糸井みなみ 群大

5 松本　俊一 みどり協 田中　優耶 太田協会 清水　裕介 前橋協会 飯島　波江 伊勢崎協 矢島茉由子 伊勢崎協

6 清水　裕介 前橋協会

7 田中　優耶 太田協会

8 蕪木　辰義 みどり協

国体予選・少年少女 1 小山　悠斗 太工 平野　大輔 桐　商 渡邉　　一輝 桐　商 川村　芽生奈 清　明 川村　芽生奈 清　明 東林　彩未 清　明

2 渡邉　　一輝 桐　商 高木　夏生 桐　商 星野　涼太 桐　商 小野　梨花 桐　商 渡邉　真衣 清　明 大村　遥 清　明

3 加藤　嵩之 市太田 加藤　嵩之 市太田 青山　飛翔 市太田 狩野　睦子 桐　商 中島　愛理 市太田 宮下　怜音 市太田

4 平野　大輔 桐　商 須藤　渉 桐　商 田島　優輝 桐　商 東林　彩未 清　明 新井　杏奈 桐　商 久柗　寿美玲 桐　商

5 須藤　渉 桐　商 鈴木　隼人 太工 森尻　夏雪 太工 荻原　祐希 太田中 小野　梨花 桐　商 長島　美優 桐　商

6 五十嵐達也 桐生 小山　悠斗 太工 石岡　凌 太工 渡邉　真衣 清　明 後藤　彩音 市太田 金子　古乃実 市太田

7 石岡　凌 太工 手嶋　柊斗 清　明 窪田　成那 清　明 中島　愛理 市太田 大日方麗央 桐　商 狩野　睦子 桐　商

8 石原　優斗 桐生 上原　駿保 商大附 渋谷　悠太 商大附 原田　七海 清　明 川角　稀子 市太田 中村　有希 市太田

県実業団個人 1 － 関　大輔 ミツバ 山本　智仁 ミツバ

2 － － －

3 － 斉藤　宏 ＳＵＢＡＲＵ 尾原　慧 ＳＵＢＡＲＵ

4 佐竹　慧悟　 ＳＵＢＡＲＵ 富永　僚 ＳＵＢＡＲＵ 佐竹　慧悟　 ＳＵＢＡＲＵ

Ｈ２８年度県総合 1 藤原　優作 ＳＵＢＡＲＵ 早乙女拓也 作新学大 蕪木　辰義 みどり協 中島　愛理 市太田 茂野みゆき 太田協会 立花　遥 伊勢崎協 蕪木　辰義 みどり協 斎藤　麻友 桐生協会

2 早乙女拓也 作新学大 藤澤　悠 桐生協会 藤澤　秀 桐生協会 久柗　寿美玲 前橋粕川中 後藤　彩音 市太田 金子　古乃実 市太田 山田　新 高崎協会 立花　遥 伊勢崎協

3 工藤　光　 みどり協 松本　俊一 みどり協 森村　和史 伊勢崎協 原　萌子 中央中等 関　紀子 高崎協会 矢島茉由子 伊勢崎協 谷平　裕二 ＳＵＢＡＲＵ安野　仁美　　 太田協会

4 赤石　悠輔 みどり協 長岡　孝一 前橋協会 新井　理記 前橋協会 朝倉ひより 郷戸ジュニア 朝倉　美香 伊勢崎協 寺内美幸 伊勢崎協 藍原　義彬 桐生協会 飯島　波江 伊勢崎協

大会名 ランク

男子Ｓ 男子Ｗ 混合Ｗ女子Ｓ 女子Ｗ


