
平成28年度　第31回函館地区一般クラブ対抗バドミントン大会

入質者一覧

平成28年12月25日　北斗市総合体育館

・種目 �順位 �所属名 

1部 男子団産 �1 �市田組 2 �北海道大学水産学部 

3 �N．B．T（A） 

4 �MCC 

1部 女子団体 �1 �北斗・ 2 �市田組 

3 �商館工業高等学校 

4 �函館大貴高等学校‾ 



28－12－2516：14

H28クラブ対抗（28－12－25実施）

男子1部Aトクや

市田組 �函館市 役所バ �北海道 教育大 �N．B ．T（ �勝一敗 順位 �マッチ 得失 �ゲーム 得失 �ポイント 得失 

市　　　　　　田　　　　　　組 �＼ �1 �3 �5 �3－0 �9－0 �18－0 �378－14 
3－0 �3－0 �3－0 �1 �100 �100 �72　69 

函館市役所バド　ミ　ント　ン部 �0－3 �＼ �6 1－2 �4 1－2 �0－3 4 �2－7 22．22 �6－16 2727 �318－43 4201 

北海道教育大学函館校（B） �0－3 �2－1 �＼ �2 0－3 �1－2 3 �2－7 2222 �5－16 2381 �344－42 4456 

N．　B　．　T　（　B　） �0－3 �2－1 �3－0 �＼ �2－1 2 �5－4 55．56 �11－8 57．89 �327－35 47．74 

男子1部Bリークや

函館工 業高等 �函館B LC． �北海道 大学水 �BLA NK’ 5 0－3 �勝一敗 順位 1－2 �マッチ ノ日 �ゲーム ノlヨ �だイント 

函　館　工　業　高　等　学　校 � �1 2－1 �3 1…2 ���得失 3－6‾ �得失 7－13 �得失 351－37 48．48 330－42 43．82 399－33 54．73 381－33 53．21 

函　館　B　L　C　　　O　6 �1－2 � �6 0－3 �4 1－2 �3 0－3 �33．33 2－7 �35． 6－15 28．57 14－7 

北　海　道　大一学　水　産　学　部 �2－1 �3－0 � �2 2－1 �4 3－0 �22．22 7－2 

B　L　A　N　K　，　S �3－0 �2－1 �1－2 � �1 2－1 �77．78 6－3 �66－．67 14－6 

2 �66．67 �70． 

男子1部Cリークや

N．二B ．T（ �コモン ズ・プ �北海道 教育大 �ZIP S 5 3－0 �勝一敗 順位 3－0 �マッチ ′lヨ �ゲーム ノーヨ �ポイント 得失 413－24 

N・　B　　　T　（A） � �1 3－0 �3 3－0 ���得失 9－0 �得失 18－2 

コモンズ・プレーヤーズ 北海道教育大学函館校（A） �0－3 � �6 0－3 �4 0－3 �1 0－3 4 �100． 0－9 0．00 �90． 0－18 0．00 �63．15 149－37 28．27 

0－3 �3－0 � �2 1－2 �1－2、 �4－5 �10－10 �354－32 

Z　　　I　　　p　　　　s �0－3 �3－0 �2－1 � �3 2－1 2 �44．44 5－4＿ 55．56 �50． 11－9 55． �52．37 350－32 51．85 

男子1部Dリークや

MCC �函館中 部高等 �公立は こだて �勝一敗 順位 �マッチ 得失 �ゲーム 得失 �ポイント 得失 

M　　　　　　　　　C　　　　　　　　　C �＼ �1 3－0 �3 2－1 �2－0 1 �5－1 83，33 �10－3 76．92 �256－19 56．64 

函　館　中　部　高　等　学　校 �0－3 �＼ �2 1－2 �0－2 3 �、1－5 16．67 �3－11 21．43 �229－28 44．55 

公　耳　は　こ　だ　て　未　来　大　学 �1－2 �2－1 �＼ �1－1 2 �3－3 50． �7－6 53．85 �234－23 49．58 



28－12－2516：17

H28タラデ対抗（28－12－25実施）

女子1部Aワークや

函壁工 �函館B �北海道 �市田組 �勝一敗 �マッチ �ゲーム �ポイント 
業向等 �LC． �教育大 ��順位 �得失 �得失 �得失 

函　館　工　業　高　等　学　校 �＼ �1 �3 �5 �2－1 �5－4 �11－8 �364－30 
2－1 �2－1 �1－2 �12 �55．56 �57．89 �54．82 

函　館　B　L　C　．　0　6 �1－2 �＼ �′6 1－2 �4‾ 0－3 �0－3 4 �2－7 22．22 �5－14 26．32 �270－37 41．86 

北　海　道　教　育　大　学　函　館　校 �1－2 �2－1 �＼ �2 0－3 �1－2 3 �3－6 33．33 �6－14 30． �309－37 45．51 

市　　　　　　　田　　　　　　　組 �2－1 �3－0 �3－0 �＼ �3－0 1 �8－1 88．89 �16－2 88．89 �367－26 58．07 

女子1部Bリーク○

北斗 �函重商 �N．こB �函壁大 �勝一敗 順位 �マッチ 得失 �ゲーム �ポイント 得失 
業同等 �．T �妻同等 ���得失 

北　　　　　　　　　　　　　　　　斗 �＼ �1 �3 �5 �3－0 �8－1 �16－4 �402－22 
3－0 �3－0 �2－1 �1 �88．89 �80． �64．01 

函　館　商　業　高　等　学　校 �0－3 �＼ �6 0－3 �4 1－2 �0－3 4 �1－8 11．11 �3－16 15．79 �257－36 41．32 

N　　　　　　　　　B　　　　　　　　　T �10－3 �3－0 �＼ �2 1－2 �1－2 3 �4－5 44．44 �9－11 45． �309－34 47．61 

函　館　大　妻　高　等　学　校 �1－2 �2－1 �2－1． �＼ �2－1 2 �5－4 55．56 �11－8 57．89 �283－32 46．93 

H28クラブ対抗（28－12－25実施）男子決勝トサメント
20

0001N．B．T

OOO2市田組 2　　　　　　　　　　2

躍「

H28クラブ対抗（28－12－25実施）女子決勝

0001市田組

0002北斗
＝卦1，2位順位決定戦

H28クラデ対抗（28－12－25実施）女子う吃凍足′

0001函館工業高等学校

0002函館大妻高等学校 ≡ヨ匪　3位順位決定戦

MCC

北海道大学水産学部


