
平成29年度　第44回遺南バドミントン大会

入嘗者一覧

平成29年9月17日　北斗帝スポーツセ、タ＿ 
噸位　　兇　月 �� 

1邸 男子ダブルス ��l　zIPS・プランタス ��中村　隆志 �親藩内　胤太 2 室 4 �プランクス �市村　秀典 �今　和弥 

N．B、T・プランクス 教育大義常夜・北大水産学部 �田中　草 �今　和幸 

斎藤　孝成 �蓼　山田或 1■宮沢佳広 

セミ′ヾテラン 男子ダブルス �1 2 ��N．B．T �宇美　隆浩 N．B．T・プランクス �梅本　－ �I亀谷正噂 l金骨昇平 l江卑輝泰 I阿部喜久夫 

3 ��ハイバック �立花　志偉 

4 ��プランクス �梅田　裕 

ベテラン 男子ダブルス �1 2 ��轟館シニケ∵ズ �認栖　久幸 轟館B．LC．06 �水上■京子 �石田　ゆかり 

3 ��轟館シニアーズ �黒埼‾勇司■－ 佐々木健‡ �吉田′絡係． 浅川健一 村中絢 

4 ��コモンズ・プレーヤーズ 

1邸 女子ダブルス �1 2、 ��教育大義館夜 �亀田　泰花L 北斗 �高藤　各々畢 �中村　葬具 

3 ��本館BLC∴06 �廣同　便　　　　大友　裕子 

4 ��北斗・啓田組 �相原　鼻智子 �土屋　簿洋 
ヽ 



H29道南大会（29－09－17実施）

一般男子タやデルスAブロック

野中 紫藤 �小川 佐々木 �田中 今和 �順位 �マッチ 得失 �十一ム 得失 �ポイント 得失 

野　中　　達　浩（北大水産学部　　） �＼ �1 �3 �2 �1－1 �2－2 �63－67 口 紫藤　勇磨（北大水産学部　） ��2－0 �0－2 ��50． �50． �48．46 

小　川　　一　輝（教育大函館校　　） �0－2 �＼ �2 �3 �0－2 �0－4 �45－84 
佐々木　駿輔（教育大函館校　　） ���0－2 ��0．00 �0．00 �34．88 

田　中　　　亨（N　B　T　　　） �2－0 �2－0 �＼ �1 �2－0 �4－0 �84－41 
今　　　和　幸（BLANK’S　） �����100． �100． �67．2 

一般男子タやデルスBブロック

莞査 �濱島 泉澤 �市村 今和 �順位 �マッチ 得失 �ゲーム 得失 �ポイント 得失 

高　木　　太　一（北大水産学部　　） �＼ �1 �3 �2 �1－1 �3－2 �94－79 ［コ 高倉　蓮嗣（未来大学　　　） ��2－0 �1－2 ��50． �60， �54．34 

濱　島　　　堵（教育大函館校　　） �0－2 �＼ �2 �3 �0－2 �0－4 �48－84 
泉　澤　　宏　至（教育大函館校　　） ���0－2 ��0．00 �0．00 �36．36 

市　村　　秀　典（BLANK’S　） �2－1 �2－0 �＼ �1 �2－0 �4－1 �100－79 
今　　　和　弥（BLANK’S　） �����100． �80． �55．87 

一般男子タや7㌦レスCブロック

加藤 �斎藤 �米林 �中村 �l⊥ �マッチ �ケ寸－ム �ポイント 
相原 �山田 �藤村 �諏訪内 �順位 �得失 �得失 �得失 

加　藤　　洋　祐（MCC　　　　　） �＼ �1 �3 �5 �3 �1－2 �3－4 �130－13 
相原　慎太郎（MCC　　　　　） ��1－2 �2－0 �0－2 ��33．33 �42．86 �49．81 

斎　藤　　孝　成（教育大函館校　　） �2－1 �＼ �6 �4 �2 �2－1 �4－3 �134－12 
山　田　　　誠（北大水産学部　　） ���2－0 �0－2 ��66．67 �57，14 �52．34 

米　林　　伸　晃（コモンズ・プレーヤ） �0－2 �0－2 �＼ �2 �4 �0－3 �0－6 �67－126 
藤　村　　和　生（コモンズ・プレーヤ） ����0－2 ��0．00 �0．00 �34．72 

中　村　　隆　志（ZIPS　　　　） �2－0 �2－0 �2－0 �＼ �1 �3－0 �6－0 �126－78 JLL 諏訪内　翔太（BLANKYs　） ������100． �100． �61．76 



H29道南大会（29－09－17実施）一般男子タやデルス（1～3決）

雰相和豪典　ほと宝器琵：≡

H29道南大会（29－09－17実施）一般男子タやデルス（4～6決）

欝暫嘉成（教育大函館校（北大水産学部

H29道南大会（29－09－17実施）一般男子ダブルス（7～10決）

0　2

鋪般‡三言ピ蛋：茅に写コ（コモンズ・プレーヤー）

碧轟宴至　選書突謂琵
上　　　　之か22　0

錨内隆亮太ほと三晶K・S　ミ

琴中和董　甘L芝山左－S　巨

：・・∴　高

鎧露

（北大水産学部　　　）三
（未来大学　　　　　　）

（北大水産学部　　　）一
（北大水産学部　　　）

礪磋禁郎撒琵

教育大函館校

教育大函館横



H29道南大会（29－09－17実施）

セミへヾテラン男子タやデルス

立花 金曽 �梅田 江成 �誓窓 �宇美 宮沢 �順位 �マッチ 得失 �ゲーム 得失 �ポイント 得失 

立　花　　志　信（ハイバック　　　） �＼ �1 �3 �5 �3 �1－2 �3－4 �139－14 
金　曽　　昇　平（ハイバック　　　） ��2－0 �1－2 �0－2 ��33．33 �42．86 �49　47 

梅　田　　　裕（BLANK’S　） �0－2 �＼ �6 �4 �4 �0－3 �0－6 �106－12 
江　成　　輝　泰（BLANKTs　） ���0－2 �0－2 ��0．00 �0．00 �45．3 

誓㌔　正靂隠し芸長吉▼S‡ �2－1 �2－0 �＼ �2 1－2 �2 �2－1 66．67 �5－3 62．5 �154－14 50．83 

≡萎　　隆浩（N・B・T　　） �2－0 �2－0 �2－1 �＼ �1 �3－0 �6－1 �143－12 
呂　沢　　佳　広（N．B．T　　　） ������100． �85．71 �53．76 

ベテラン・ダブルス

深栖 阿部 �佐々木 浅川 �黒崎 吉田 �石田 水上 �順位 �マッチ 得失 �ゲーム 得失 �ポイント 得失 

深　栖　　久　幸（函館シニアーズ　） �＼ �1 �3 �5 �1 �2－1 �5－2 �139－10 
阿部　喜久夫（ハイバック　　　） ��2－0 �2－0 �1－2 ��66．67 �71．43 �56　28 

佐　々　木　　健（コモンズ・プレーヤ） �0－2 �＼ �6 �4 �4 �0－3 �1－6 �90－141 
浅　川　　健　一（コモンズ・プレーヤ） ���1－2 �0－2 ��0．00 �14．29 �38　96 

黒崎　　勇　司（函館シニア一軍　） �0－2 �2－1 �＼ �2 �3 �2－1 �4－4 �144－14 
吉　田　　裕　保（函館シニアース　） ����2－1 ��66．67 �50 �49　48 

石田　　ゆかり（函館BLC．06　） �2－1 �2－0 �1－2 �＼ �2 �2－1 �5－3 �151－12 
水　上　　属　子（函館BLC．06） ������66．67 �62．5 �54．12 

一般女子タや70ルス

高藤 中村 �廉岡 大友 �相原 土屋 �亀田 村中 �順位 �マッチ 得失 �ゲーム 得失 �ホ′ィント 得失 

高藤　奈々華（北斗　　　　　　） � �1 �3 �5 �2 �2－1 �4－3 �142－12 
中　村　　舞　美（北斗　　　　　　） ��2－1 �2－0 �0－2 ��66．67 �5714 �53　59 

廣　岡　　　優（函館BLC．06） �1－2 �＼ �6 �4 �3 �1－2 �3－4 �125－14 
大　友　　裕　子（函館BLC．06） ���0－2 �2－0 ��33．33 �42　86 �46　99 

相原　美智子（北斗　　　　　　） �0－2 �2－0 �＼ �2 �4 �1－2 �2－4 �109－12 
土　屋　　海　洋（市田組　　　　　） ����0－2 ��33　33 �33　33 �47　39 

亀田　春花（教育大函館校　） 　　　　　√ �2－0 �0－2 �2－0 �＼ �1 �2－1 �4－2 �122→11 
村　中　　　絢（教育大函館校　　） ������66．67 �66．67 �51．91 


