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平成１４年度全国大会等結果一覧

第４７回関東高校バドミントン選手権大会（駒沢）H14.6.7～9
男子 ２位 小松原高校 女子１位 埼玉栄高校

３位 埼玉栄高校 ２位 上尾高校
第１６回関東レディースバドミントン大会（町田市） H14.5.24

団体 １位 上尾クラブ

第１回日本バドミントンジュニアグランプリ２００２ H14.5.3～4 （川崎市）
男子団体 １位 女子団体 ３位

第１７回関東シニアバドミントン選手権大会（春日部市）H14.11.2～４
男子４０才シングルス １位高崎 道治
男子４０才ダブルス １位長谷川・上田 女子３０才１位今津・呉

３位富橋 ３位景山・山口男子５５才ダブルス
男子６０才シングルス ３位中村 祐康 女子４０才１位合田・小林
男子６０才ダブルス ２位中村・中村 ２位木村

女子５０才１位増田
３位浅越・松本
３位室田・伊藤

女子５５才ダブルス ３位吉岡・佐々木 女子６０才１位深町・長田

第２０回日本レディースバドミントン選手権大会 H14.7.25～27 （奈良市）
都道府県対抗団体 １位 埼玉県

第５３回全国高校バドミントン選手権大会（つくば市）H14.8.1～6
男子団体 ３位 埼玉栄高校
女子シングルス ３位 岩田 新菜（埼玉栄高）

３位 井上・新井（埼玉栄高）男子ダブルス

第４１回全日本教職員バドミントン選手権大会（甲府市）H14.8.7～11
成壮年団体 ２位
３０才シングルス ３位 恩田

２位 鈴木・高原４０才ダブルス
４０才シングルス ２位 高崎 ３位 高原
６０才シングル ３位 中村
６０才ダブルス １位 中村・中村
６５才シングルス ２位 中村

第３３回関東中学バドミントン大会（平塚市）H14.8.7～9
男子団体 １位 埼玉栄中 女子団体 １位 埼玉栄中
男子シングルス１位佐々木（埼玉栄中））
女子シングルス３位 飯島（埼玉栄中）
男子ダブルス １位 大嶋・本多（埼玉栄中）
女子ダブルス ２位 北川・矢納（久喜中）３位 兎澤・富永（栄進中）

第１８回若葉カップ全国小学生バドミントン大会（長岡京市）H14.8.2～5
チャレンジャークラブ男子団体 ２位

第３２回全国中学校バドミントン大会（大津市）H14.8.19～22
男子団体 １位 埼玉栄中学校
男子シングルス３位 佐々木 啓（埼玉栄中）
男子ダブルス １位 本田・大嶋（埼玉栄中）
女子ダブルス ３位 兎澤・富永（栄進中）

第５７回国民体育大会バドミントン競技会関東地区予選会（野田市）
H14.8.23～25

少年男子２位 成年女子 ３位（関東ブロック通過）

第４０回関東総合バドミントン選手権大会（ひたちなか市）H14.9.7～8
男子ダブルス ３位 井上・秋山（埼玉栄高）
女子シングルス ３位 岩田 新菜（埼玉栄高）
混合ダブルス １位 福井・大熊（日本ユニシス・青山学院大）

第５７回国民体育大会バドミントン競技会（南国市）H14.10.27～30
天皇杯 ５位 皇后杯 ８位
成年男子 ５位 少年男子２位



第１９回全日本シニアバドミントン選手権大会（神戸市）H14.12.6～9
２位 池田 隆明３０才男子シングルス

３０才女子ダブルス ２位 今津 ６５才女子ダブルス ２位 山内・植木
３位 小林４０才混合ダブルス １位 今津 ４５才混合ダブルス

第２１回全日本 ｼﾞｭﾆｱバドミントン選手権大会（大阪市）H14.9.21～23
ジュニア女子シングルス ３位 岩田 新菜 （埼玉栄）
ジュニア男子ダブルス １位 中尾・黒田 （埼玉栄）

３位 井上・新井 （埼玉栄）
ジュニア新人男子シングルス１位 佐々木 啓 （埼玉栄中）

３位 上田 拓馬 （埼玉栄中）

第１１回全国小学生 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会関東地区予選会（久喜市）H14.10.19～20
６年男子シングルス １位和田 周 ２位滝内 亮 ３位 青木 康友
６年男子 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ １位北林・北林 ３位忽那・松永
６年女子シングルス １位柏原 未久 ３位古田 麻衣子
６年女子 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ １位 井筒・渡辺
５年男子シングルス １位 和田 周 ３位 滝内亮（蓮田）
５年男子 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ １位 北林・北林
５年女子シングルス ２位 中条 麗櫻
５年女子ダブルス ３位 那須野・山本
４年男子シングルス １位 堀内 研人 ２位 和田 治久
４年男子ダブルス ２位 中山・金子 ３位 竹内・渡部
４年女子シングルス １位 中村 梨沙

第3１回全国高校選抜 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会関東地区予選会（久喜）H14.12,26～27
男子シングルス１位遠藤 大由（小松原高）
女子シングルス１位馬上（上尾高）２位李（本庄第一）
男子ダブルス １位中尾・黒田（埼玉栄高）３位宗形・斉藤（埼玉栄高）
女子 ﾀﾞブルス １位馬上・富島（上尾高） ２位鈴木・櫻井（上尾高）

第５３回全日本学生バドミントン選手権大会（名古屋市）H14.10.6～12

第３１回全国高校選抜バドミントン大会（富士宮市）H15.3.21～24
男子団体 優 勝 埼玉栄高
男子ダブルス ２位 黒田・中尾（埼玉栄高）
女子ダブルス ３位 馬上・富島（上尾高）

第１１回全国小学生バドミントン大会（北九州市）H15.1.4～7
男子団体 ３位 埼玉県
６年男子シングルス ３位 和田 周 （チャレンジャー）
６年女子ダブルス ５位 井筒・渡辺（所沢ジュニア）
６年女子シングルス ５位 古田 （所沢ジュニア）
４年女子シングルス ５位 中村 梨沙（チャレンジャー）
４年男子シングルス １位 堀内 研人 ２位和田 治久 （チャレンジャー）

第１０回東日本 ﾚﾃﾞｨｰｽバドミントン大会（日立市）H14.10.31～11.1
２部 Ｆクラス １位 岡田・村山
２部 Ｅクラス ３位 清水・室田

Ｄクラス ３位 河田・富田

第４５回全日本社会人バドミントン選手権大会（小牧市）H14.9.13～18
男子シングルス １位 山田 英孝（日本ユニシス）

３位 中西 洋介（日本ユニシス）

第３回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会（高松市）H14.8.23～25
１位和田周（ ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 女子３位柏原未久（越谷 ｼﾞｭﾆｱ）Ａクラス男子

Ｂクラス男子１位堀内研人（ ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）
Ｃクラス男子２位金子 （出羽 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ） 女子１位柏原 （出羽 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ）

平成１４年度全日本総合バドミントン選手権大会（駒沢）H14.11.５～10

第７回関東中学オープンバドミントン大会（立川市）H15.1.5～7
４位 埼玉男子 ２位 埼玉女子

第３回関東小学生オープンバドミントン大会（野田市）H14.10.5～6
１位 埼玉男子 １位 埼玉女子

第３回全日本中学生バドミントン選手権大会（宇都宮市）H15.3.26～28
２位 埼玉県


