
平成１７年５月７日
埼玉県バドミントン協会

平成１６年度全国大会等結果一覧

第２２回関東レディースバドミントン大会（千葉市） H16.5.27
団体

第５０回関東高校バドミントン選手権大会（千葉市） H16.6.4～6
男子 １位 埼玉栄高校 女子１位 埼玉栄高校 ２位 越谷南高校

２位 小松原高校 ３位 上尾高校

第２２回全日本レディースバドミントン選手権大会（宇都宮市） H16.7.23～25
都道府県対抗団体 ３位 埼玉県

第５５回全国高校バドミントン選手権大会（鳥取市）H16.8.1～8.6
男子団体 ２位 埼玉栄高校

１位 遠藤・山田（小松原高校）男子ダブルス

第２０回若葉カップ全国小学生バドミントン大会（長岡京市）H16.8.6～9
チャレンジャークラブ男子団体 ５位

第３５回関東中学バドミントン大会（船橋市）H16.8.6～8
男子団体 １位 埼玉栄中 女子団体 １位 富士中
男子シングルス１位 和田（埼玉栄中） ３位 山崎（埼玉栄中）
女子シングルス２位 三木（富士中）

小村・松本（埼玉栄中）男子ダブルス １位 田児・松丸（埼玉栄中）３位
（鷲宮東中）３位松口・堀内

女子ダブルス １位 大森・古田（富士中） ３位小野・森 （埼玉栄中）

第４３回全日本教職員バドミントン選手権大会（鹿島町）H16.8.8～11
４０才シングルス ３位 高崎 道治
６５才シングル ３位 中村 恭治 ３位 中村 祐康
６５才ダブルス １位 中村・中村

第３４回全国中学校バドミントン大会（土浦市）H16.8.22～25
男子団体 １位 埼玉栄中学校
女子団体 ２位 富士中学校
男子シングルス３位 山崎 裕太（埼玉栄中）

小村・松本（埼玉栄中）男子ダブルス １位 田児・松丸（埼玉栄中） ２位
女子シングルス２位 三木祐里子（富士中）

第３回日本バドミントンジュニアグランプリ２００３（広島市） H16.10.16～17
男子団体 １位 女子団体 ２位

H16.8.21～22第５９回国民体育大会バドミントン競技会関東地区予選会（神奈川）
＊出場なし

第５回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会（岐阜市）H16.8.20～22
位堀内研人・和田治久（ ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）Ａクラス男子 ３

（出羽 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ 位 柏原奈弥 （出羽 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ）Ｂクラス男子 １位金子祐樹 ）女子２
Ｃクラス女子 ５位川島里羅（出羽 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ）

第４２回関東総合バドミントン選手権大会（町田市）H16.8.14～15
男子シングルス １位 石川 澄（日本ユニシス） ３位 遠藤 大由（小松原高）

１位 中村・矢部（日本ユニシス）男子ダブルス
女子ダブルス ２位 小室・久家（尚美学園大学・ＮＴＴ東日本）

３位 井上・荒木（越谷南高）

第１１回東日本 ﾚﾃﾞｨｰｽバドミントン大会（大和市）H16.9.7～8
1部 1位 高原・岩崎（川口 ﾌｪﾛｰｽﾞ） 2部 Dﾌﾞﾛｯｸ 2位 三浦・前島（上尾 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ）
Fﾌﾞﾛｯｸ2位清水・室田（浦和あすなろ）Gﾌﾞﾛｯｸ2位 深町・長田（加須さつき・大宮 ｵﾘｵﾝ）

第４７回全日本社会人バドミントン選手権大会（広島市）H16.9.17～21
男子シングルス ３位 中西 洋介 （日本ユニシス）
男子ダブルス ３位 仲尾・坂本 （日本ユニシス）

第２２回全日本 ｼﾞｭﾆｱバドミントン選手権大会（前橋）H16.9.17～19
ジュニア男子シングルス １位 遠藤大由（小松原高校）３位 田村潤（埼玉栄）
ジュニア男子ダブルス １位 佐藤・小町谷（埼玉栄高）
ジュニア女子ダブルス ２位 富永・鈴木 （越谷南）
ジュニア新人男子シングルス３位 和田 周 （埼玉栄中）
ジュニア新人女子シングルス



第５５回全日本学生バドミントン選手権大会（千葉市）H16.10.8～14

第１３回全国小学生 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会関東地区予選会（船橋市）H16.10.9～10
６年男子 ｼﾝｸﾞﾙｽ １位 堀内研人（チャレンジャー）２位 和田治久(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ)
６年女子 ｼﾝｸﾞﾙｽ ３位 中村梨沙（チャレンジャー）
６年男子 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ １ 位 渡部・竹内（チャレンジャー）
５年男子 ｼﾝｸﾞﾙｽ ３位 中山祐希（出羽 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ）
５年男子 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ３位 弦巻・川嶋（出羽 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ）
５年女子 ｼﾝｸﾞﾙｽ ２位 飯高沙彩（庄和 ｼｬﾄﾙｽﾞ）３位 三木江里子（出羽 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ）
４年男子 ｼﾝｸﾞﾙｽ １位 金子祐樹（出羽 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ）
４年男子 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ３位 岳野・内田（所沢 ｼﾞｭﾆｱ）
４年女子 ｼﾝｸﾞﾙｽ １位 柏原奈弥（出羽 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ）
４年女子 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ２位 渡辺・六倉（出羽 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ）

第５９回国民体育大会バドミントン競技会（久喜市）H16.10.24～27
天皇杯 １位 皇后杯 ３位
成年男子 ２位 少年男子 ２位

少年女子 ２位成年女子 ５位

平成１６年度全日本総合バドミントン選手権大会（守口市）H16.11.9～14
男子シングルス ３位 藤本 ホセマリ（日本ユニシス）
男子ダブルス ３位 中尾・坂本 （日本ユニシス）

第２２回全日本シニアバドミントン選手権大会（天童市）H16.11.12～15
位 折井 富夫 位 折井・冨田明７０才男子シングルス３ ７０才男子ダブルス ３

７０才女子ダブルス ２位 高松 輝代
６０才女子ダブルス ２位 長田 悦子
５０才女子ダブルス ３位 増田 亮子 ５０才混合ダブルス ３位 増田 亮子

３位 小林 輝代４５才女子ダブルス ２位 小林 輝代 ４５才混合ダブルス
４０才女子ダブルス １位 今津 裕美

第５回関東小学生オープンバドミントン大会（大和市）H16.11.20～21
２位 埼玉女子１位 埼玉男子

第１３回全国小学生バドミントン大会（名古屋市）H17.1.4～8
男子団体 ５位 埼玉県
６年男子シングルス ２位 堀内 研人(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ) ３位 和田 治久(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ)
６年男子ダブルス ５位 渡部・竹内(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ)
６年女子シングルス ５位 中村 梨紗(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ)
５年女子シングルス ５位 飯高 沙彩（庄和 ｼｬﾄﾙｽﾞ）
４年男子シングルス ５位 金子 祐樹（出羽 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ）
４年女子シングルス ２位 柏原 奈弥（出羽 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ）
４年女子ダブルス ５位 渡辺・六倉（出羽 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ）

第３２回全国高校選抜 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会関東地区予選会（土浦市）H16.12,25～26
男子シングルス １位 上田 拓磨（埼玉栄） ２位 佐々木（埼玉栄）
男子ダブルス １位 林・三橋（埼玉栄） ２位 大嶋・本田（埼玉栄）
女子シングルス ２位 井上 春奈（埼玉栄）
女子ダブルス ３位 井上・上田（埼玉栄） 富永・秋山（越谷南高）

第９回関東中学オープンバドミントン大会（宇都宮市）H17.1.5～7
男子団体 １位 埼玉県 女子団体 １位 埼玉県

第２０回関東シニアバドミントン選手権大会（前橋市）H17.1.21～23
４０才男子シングルス １位 高原 慶秀
３０才男子ダブルス ２位 池田 ３位 千田
６５才男子ダブルス １位 中村・柿沼
３０才女子ダブルス ３位 天沼・後藤
４０才女子ダブルス １位 小林・村田
５０才女子ダブルス ２位 増田
５５才女子ダブルス ３位 室田
６０才女子ダブルス ２位 長田
６５才女子ダブルス ３位 大塚・山口

第５回全日本中学生バドミントン選手権大会（高知市）H17.3.26～28
埼玉県 １位

第３３回全国高校選抜バドミントン選手権大会（松山市）H17.3.24～27
男子団体 １位 埼玉栄高校 女子団体 ３位 埼玉栄高校
男子ダブルス ２位 三橋・林 （埼玉栄）
男子シングルス ３位 上田 琢磨（埼玉栄）
女子シングルス ３位 井上 春奈（埼玉栄）


