
平成30年度　第43回轟館地区春季一般バドミンかン大会
入質者一覧

平成30年5月208　七飯町ファミリー・スポーツ・センター

種目 �適位 �所属名＿ �民有 

1部 男子シングルス �1 �MCC �岡川　篤　琴 
2‾ �NBT �凰友　骨史 

3 �コモンズ・プレーヤーズ �藤村　和生 

セミベテラン 訝子シングルス �1 �NBT �田中　亨 2 �NB‾T �ー宮澤　佳広 

3 �NBT �宇美　隆浩 

4 �ZIPS �■平山・智広 

ベテラン 男子シングルス �－1 �コモンズ・プレーヤーズ �下や　‾利之 

2 �轟館シニアーズ �阿部　喜久夫 

1彿 女子シングルス �1 �北斗 �高藤　奈々草 
2 �NBT■ �佐藤　美幸・ 

3 �NBT �風友　麻衣 

1部 男子ダブルス �1 �市田組 �一北村　功太 �小笠原　浩二 
2 �市田組 �田中　健太 �笠間　勇汰 

3 �NBT・MCC �尾友　青史 �岡川　篤 

セミベテラン 男子ダブルス �1 �ZIPS・NBT �平山　智広 �葛西　雅史 
2・ �NBT �田中　亨 �亀谷・正勝 

3 �NBT・轟館BLC �宮澤　佳浩 �金骨′昇平 

ベテラン 男子ダブルス �1 �轟館シ土アーズ �阿部　喜久夫 �深栖　久．幸 
2 �函館シニアーズ �黒崎　勇司 �ノ青田■裕保 

3 �コモンズ・プレーヤーズ �下や　利キ �■佐々木　健 

1部 女子ダブルス �1 �北斗・NB＿T �高藤　各々草 �尾友　麻衣 
2 �教育大あ館枚 �亀田　泰花 �村中　絢 

3 �NBT �佐藤　美幸 �布目　寿美子 



（H30）春季一般大会（30－05－20実施）

一般男子タやデルスAデーン

田中 笠間 �金子 二階堂 �尾友 岡川 �．順位 

田　中　　健　太（市田組．　　　　） �＼ �1 �3 �1 �2－0 �4－0 �84－45 
笠　間　　勇　汰（市田組　　　　　） ��2－0 �2－0 ��100． �100． �65．12 

金　子　　　　剛（コモンズ・プレーヤ） �き。＿2 �ぎ＼ �2 �3 �0－2 �0－4 �37－84 
二　階　堂∴　航（コモンズ・プレーヤ） ���0－2 ��0．00 �0．00 �30．58 

庖友　　貴史（N，B．T　　　） �■0－2 �2－0 � �2 �1－1 �2T2 �72－64 
桶　川　　′篤（MCC　　　　　） �����50． �50． �52．94 

一般男子ダブルスBデーン

相原 津嶋 �米林 藤村 �北村 小笠原 �順位 �マッチ 得失 �ゲーム 得一失 �ホ○ィント 得失 

相原　　慎太郎（MCC　　　　　　） �＼ �■1 �3 �2 �1－1 �2－2 �69－61 
津　嶋　　利　幸（市田組　　　　　） ��2“0 �0－2 ��50． �50． �53．08 

米　林　　伸　晃（コモンズ・プレーヤ） �0－2 �＼ �2 �3 �0－2 �0－4 �38－84 
藤　村　　和　生（コモンズ・プレーヤ） ���0－2 ��0，00 �0．00 �31．15 

北　村　　功　太（市田組　　　　　） �2－0 �2－0 �＼ �1 �2－0 �4－0 �84⊥46 
小笠原　　浩二（市田組　　　　　　r） �����100． �100． �64．62 

（H30）春季一般大会（30－05－20実施）一般男子タやデルス：1・2決
0001鶴質露　標語

0002糟原功姦二採譜
ノ　2卜18

）≡8：宣誓1
1，2位順位決定戦

（H30）春季一般大会（30一粥－20実施）一般男子がデルス：3・4決
0001折畳史　鑑昔T

OOO2窪馬第套郎‡筈呂品 5、タ位順位決定戦

（H30）春季一般大会（30－05－20実施）一般男子がデルス：5・6決
㈹1至高堂剛航　き三言ピ要：茅に軍＝‡

0002嘉若葉塁‡三言≡貰：茅に葺二王 圭毒二茎圭1 i．‘位順位決定戦



（H30）春季一般大会（30－05－20実施）

セミへ寸テラン：男子夕やデルス

宮沢 金曽 �田中 亀谷 �橋本 宇美 �平山 葛西 �順位 �マッチ 得失 �ゲーム 得失 �ポイント 、得失 

宮　沢　ノ　佳　広（N．B．T　　　） �＼ �1 �3 �5 �3 �1－2 �3－4 �127－12 
金　曽　　昇　平（函館BLC，06　） ��0－2 �2－0 �1－2 ��33．33 �42．86 �49．8 

田　中　　　　亨（N．B．T　　　） �2－0 �＼ �6 �4 �2 �2－1■′ �′4－2 �116－96 
亀　谷　　正　勝（BLANK’S　） ���2－0 �0－2 ��66，67 �66．67 �54，72 

橋　本　　　　－（N．B．T　　　　） �0－2 �0－2 �＼ �2 �4′ �0－3 �1－6 �105－13 
宇　美　　隆　浩（N．B．T　　　） ����1－2 ��0．■00 �14．29 �43．21 

平　山　　智　広（ZIPS　　　　　） � � �2－1 �＼ �1 �3－0 �6－2 �153－13 
葛　西　　雅　史（N．B．T　　　　） �2－1・ �2－0 ����100． �75． �52．4 

（H30）春季一般大会（30－05－20実施）

へ寸テラン：男子がデルス

阿部 深栖 �佐々木 下平 �岳崎 吉田 �順位 �マヅチ 得失 �ケ寸－ム 得失 �ポイント 得失 

雷驚喜倉書悪貨と三言＝貰」 佐々木健（コモンズ・プレーヤ） 下中利之（コモンズ・プレーヤ） 警警靂靂漕詰‡三言＝蒼； � �・1 2－0 �3 2†1 �1 �2－0 100． �4－1 80． �101－90 52．88 

0－2 � �2 0－2 �3 �0－2 0．00 �0－4 0．00 �65－85 43．33 

1－2 �2－d � �2　－－ �1－1 50． �3－2 60． �100－91 52，36 

（H30）春季一般大会（30－05－20実施）

一般女子タやデルス

亀田 村中 �佐藤 布目 �琴、 �順位 �マッチ 得失 �ゲーム 得失 �ポイント 得失 

貴馬　春語意書突詰琵‡ � �1 2wO �3 1－2 �2 �1－1 50， �3－2 60 �99－86 5351 

砦欝寿箋葦‡諾二≡二言　　ヨ �0－2 � �2 1－2 �3 �0－2 0．00 �1－4 20 �77TlO3 4278 

悪賢奈窟栗野B．T　　ミ �2－1 �2－1 � �1 �2－0 100． �4－2 66，67 �122－10 52．81 



（H30）春季一般大会（30－05－20実施）一般男子シンクやルス

0001相原　慎太郎
（MCC

OOO2三輪　俊太
（北大水産学部

0003尾友　貴史
（N．B．T

（H30）春季一般大会（30－05－20実施）倶へやテラン：男子シげルス

0001田中　亨

（N．B．T
OOO2平山　智広

（ZI PS

OOO3葛西　雅史
（N．B．T

（H30）春季一般大会（30－05－20実施）へヾテラン：男子シげルス

0001阿部　喜久夫
還毎還デニズ　）　　書童‡圭圭1

0002下中　利之
（コモンズ・プレーヤー）

（H30）春季一般大会（30－05－20実施）

一般女子シンクやルス

1，2位順位決定戦

高森 �佐藤 �尾友 �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 �1 �2－0 �■4－0 �87－76 
（北斗　　　　　　　　　　　） ��2－0 �2－0 ��100． �100． �53．37 

佐藤　美幸 �0－2 �＼ �2 �2 �1－1 �2－3 �100－10 
（N．8．で　　　　　　　　　） ���2－1 ��50． �40． �49．26 

尾友　麻衣 �0－2 �1－2 �＼ �3 �0－2 �1－4 �94－102 
（N．B．T　　　　　　　　　） �����0．OP �20． �47．96 
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