
2019年度　第44回函館地区春季一般バドミントン大会

入賞者一覧

2019年5月19日　七飯町ファミリー・スポーツ・センター

種目 �慣位 �所属名 �氏名 

1部 男子ダブルス �1 �市田組 �福士　和真 �村上　晃也 
2 �MCC �相原　慎太郎 �前田　大輝 

3 �市田組 �北村　功太 �津嶋　利幸 

1部 男子シングルス �1 �市田組 �福士　和真 
2 �市田組 �村上　晃也 

3 �MCC �相原　慎太郎 

セミベテラン 男子ダブルス �1 �N．B．T・MCC �亀谷　正勝 �杉谷　優貴 
2 �N．B．T �田中　亨 �増田　徹 

3 �N．B．T �宇美　隆浩 �勢田　昌巳 

セミベテラン 男子シングルス �1 �N．B．T �田中　亨 
2 �N．B．T �亀谷　正勝 

3 �N．B．T �葛西　雅史 

ベテラン 男子ダブルス �1 �函館BLC．06 �石田　ゆかり �水上　京子 
2 �函館シニアーズ �阿部　喜久夫 �深栖　久幸 

3 �コモンズtプレーヤーズ �下中　利之 �中西　節生 

1部 女子ダブルス �1 �N．B．T・函館BLC．06 �佐藤　美幸 �鹿岡　優 
2 �市田組 �松本　香織 �杉林　実耶 

3 �市田組 �成田　倫奈 �佐藤　美紅 

1部 女子シングルス �1 �教育大函館校 �村中　絢 
2 �北斗 �高藤　奈々華 

3 �N．B．T �佐藤　美幸 



春季一般大会（01－05－19実施）

1部男子タやデルスAリ中一ン

北村功 津嶋利 �鎌田 小野 �泉澤 古館 �相原 前田 �順位 �マッチ 得失 �ゲーム 得失 

北　村　功　太（市田組　　　　　） �＼ �1 �3 �5 �2 �2－1 �4－3 �139－12さ 
津　嶋　利　幸（市田組　　　　　） ��2－0 �2－1 �0－2 ��66．67 �57．14 �52．06 

鎌　田　　篤　樹（N．臥　T　　　） �0－2 �＼ �6 �4 �3 �1－2 �2－4 �103－122 
小　野　　涼　哉（N．臥　T　　　　） ���2－0 �0－2 ��33．33 �33．33 �45．78 

泉　澤　　宏　至（教育大函館校　　） �1－2 �0－2 �＼ �2 �4 �0－3 �1－6 �127－14 
古　館　　　遼（教育大函館校　　） ����0－2 ��0．00 �14．29 �46．35 

相原　慎太郎（MCC　　　　　　） � �2－0 �2－0 �＼」 �1 �3－0 �6－0 �128－10q 
前　田　　大　輝（MCC　　　　　　） �2－0 �����100， �100， �56．14 

春季一般大会（01－05－19実施）

1部男子ダブルスBデーン

尾友貴 �児玉 �中貝 �福士 �順位 �マッチ �ゲーム �ポイント 
紺野 �植松 �一戸 �村上 ��得失 �得失 �得失 

尾　友　貴　史（N．B．T　　　） �＼ �1 �3 �5 �2 �2－1 �5－2 �133－13 
紺　野　　　誠（N．B．T　　　） ��2－0 �■　2－0 �1－2 ��66．67 �71．43 �48．9 

児　玉　　雅　史（MCC　　　　　） �0－2 �＼ �6 �4 �3 �1－2 �2－5 �127－12 
植松　　　祐翔（MCC　　　　　） ���2－1 �0－2 ��33．33 �28．57 �49．61 

中　日　　将　己（函館市役所　　　） �0－2 �1－2 �＼ �2 �4 �0－3 �1－6 �104－14 
一声　　康希（教育大函館校　） ����0－2 ��0．00 �14．29 �41．77 

福　士　　和　真（市田組　　　　　） � � � �＼ �1 �3－0 100． �6－1 85．71 �147－98 
村　上　　晃　也（市田組　　　　　） �2－1 �2－0 �2－0 �����60． 

春季一般大会（01－05－19実施）1部男子ダブルス（1・2位決）
0001開渠義郎甘琵

0002帝王莞惹　濡買窪
1，2位順位決定戦

春季一般大会（0卜05－19実施）1部男子夕やデルス（3・4位決）
0001連綿室　濡冨窪

0002鮨貴義　を措：≡：耳
右女位順位決定戦

春季一般大会（0ト05－19実施）1部男子デデルス（5・6位決）
0001粕漂嘗　指日昌

0002題露雅蔑翔撒諾 ∫，6位順位決定戦

春季一般大会（01－05－19実施）1部男子ダブルス（7・8位決）
0001謂毒至　澄書突雷貨琵

0002竺芦鮎（教育大函館校（函館市役所 7，g位順位決定戦



春季一般大会（0卜05－19実施）

1部女子夕やデルス

高藤 村中 �成田倫 佐藤美 �布目 正源 �松本香 杉林実 �廣岡 佐藤 �順位 �マッチ 得失 �ケヾ－ム 得失 �ポイント 得失 

高藤　奈々華（北斗　　　　　　） �＼ �1 �6 �9 �3 �4 �1－3 �4－6 �185－19 
村　中　　　　絢（教育大函館校　　） ��1－2 �2－0 �1－2 �0－2 ��25． �40． �48．94 

成　田　倫　奈（市田組　　　　　） �2－1 �＼ �4 �7 �10 �3 �2－2 �5－5 �195－18 
佐1藤　美　紅（市田組　　　　　） ���2－0 �0－2 �1－2 ��50． �50． �52． 

布目　　寿美子（N．B．T　　　　） �0－2 �0－2 �＼ �2 �8 �5 �0－4 �0－8 �101－16 
正　源　　理　英（N．B．T　　　） ����0－2 �0－2 ��0．00 �0．00 �37．55 

松　本　香　織（市田組　　　　　　） � �2－0 �2－0 �＼ �5 1－2 �2 �3－1 75． �7－3 �193－16 
杉　林　実　耶（市田組　　　　　　） �2－1 �������70． �53．61 

廣　岡　　　　優（函館BLC．06　） �2－0 �2－1 �2－0 �2－1 �＼ �1 �4－0 �8－2 �198－16 
佐　藤　　美　幸（N．B．T　　　） �������100． �80． �54．7 

春季一般大会（01－05－19実施）

へヾテランダブルス

阿部 深栖 �下中利 中西節 �水上 石田 �順位 �マッチ 得失 �ゲーム 得失 �ポイント 得失 

漂驚喜倉室濡諾；三言＝貢　三 � �1 2－0 �3 0－2 �2 �1－1 50 �2－2 50 �76－80 4872 
下中利之（コモンズ・プレーヤ） 中西節生（コモンズ・プレーヤ） �0－2 � �2 2－1 �3 �1－1 50 �2－3 40 �88－98 4731 

水　上　　京　子（函館BLC．06） �2－0 �1－2 � �1 �1－1 �3－2 �102－88 
石田　　ゆかり（函館BLC．06） �����50． �60． �53．68 

春季一般大会（0卜05－19実施）

セミへやテラン男子タやデルス

平山 葛西 �宇美 勢田昌 �杉谷 亀谷 �田中亨 増田 �順位 �マッチ 得失 �ゲーム 得失 �ポイント 得失 

蛋醤　墓室猛．Ⅰ芸．ST　　∃ �＼ �1 1－2 �3 0－2 �5 0－2 �4 �0－3 000 �1－6 1429 �103－14 4137 

妄㌔㌔苦さ畏二三二言　i �2－1 �＼ �6 1－2 �4 1－2 �3 �1－2 33．33 �4－5 44．44 �163－17 4822 

竃若　霊長‡計告？芋’S　∃ �2－0 �2－1 �＼ �2 2－0 �1 �3－0 100 �6－1 8571 �144－10 5714 

晶　田中　嘉‡記二塁：写　　ミ �2－0 �2－1 �0－2 �＼ �2 �2－1 66．67 �4－3 57．14 �130－11 53．94 



春季一般大会（01－05－19実施）1部男子シンクやルス

0001尾友貴史
（N．B．T

OOO2児玉　雅史
（MCC

OOO3泉澤　宏至
（教育大函館校

0004前田　大輝
（MCC

OOO5村上　晃也
（市田組

春季一般大会（01－05－19実施）セミへやテラン男子シげルス
2　0

0001田中亨

（N．B．T

OOO2葛西　雅史
（N．B．T

春季一般大会（01－05－19実施）

1部女子シンクやルス

書目呂1
2　　　誉

0　　　　　　　　　　　キ

β1

亀谷　正勝
（N．B．T

宇美　隆浩
（N．B．T

高藤 �佐藤 �村中 �順位 �マッチ 得失 �ゲーム 得失 �ポイント 得失 

高藤　奈々華・ �＼ �1 �3 �2 �1－1 �2－2 �70－72 
（北斗　　　　　　　　　　　） ��2－0 �0－2 ��50． �50． �49．3 

佐藤　美幸 �0－2 �＼ �2 �3 �0－2 �0－4 �53－84 
（N．R　T　　　　　　　　　） ���0－2 ��0．00 �0．00 �38．69 

村中　絢 �2－0 �2－0 �＼ �1 �2－0 �4－0 �84－51 
（教育大函館校　　　　　　　） �����100． �100． �62．22 
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