
大会名：平成２８年度東海総合バドミントン選手権大会

開催日：平成28年9月10日、11日

開催場所：富士宮市民体育館

種目：一般男子単

番号 選 手 名 ポイント 選 手 名
２１－１５

1 （　　２　　） ２１－１７ （　　０　　）
(静岡県) － (岐阜)

２１－９
2 （　　２　　） ２１－１５ （　　０　　）

(愛知) － (三重)
２１－４

3 （　　２　　） ２１－１２ （　　０　　）
(岐阜) － (三重)

１５－２１
4 （　　０　　） １５－２１ （　　２　　）

(静岡) － (愛知)
１２－２１

5 （　　０　　） １６－２１ （　　２　　）
(三重) － (岐阜)

９－２１
6 （　　０　　） １４－２１ （　　２　　）

(静岡) － (愛知)
２１－１４

7 （　　２　　） ２１－１６ （　　０　　）
(静岡) － (三重)

１０－２１
8 （　　０　　） １３－２１ （　　２　　）

(愛知) － (岐阜県)
２１－１１

9 （　　２　　） ２１－１２ （　　０　　）
(三重県) － (静岡)

１６－２１
10 （　　１　　） ２１－１０ （　　２　　）

(岐阜) １７－２１ (愛知)
２１－４

11 （　　２　　） ２１－１５ （　　０　　）
(静岡) － (三重)

２１－１２
12 （　　２　　） ２１－１６ （　　０　　）

(愛知) － (岐阜)
９－２１

13 （　　０　　） ２０－２２ （　　２　　）
(静岡) － (岐阜)

２１－１６
14 （　　１　　） １３－２１ （　　２　　）

(愛知) １５－２１ (三重)
２１－１３

15 （　　２　　） ２１－１５ （　　０　　）
(岐阜) － (静岡)

１４－２１
16 （　　０　　） ９－２１ （　　２　　）

(三重) － (愛知県)

１回戦

岸野　嵩志 石川　直樹

近藤　拓未 大西　雄大

篠崎　孝浩 齋藤　裕進

大森　康平 鎌田　正幸

塚本　和也 尾野　拓郎

山川　連 浦井　唯行

山形　章悟 小髙　拓也

大野　裕茉 北村　楓悟

安藤　大 佐野　智久

栗俣　知弥 中西  雄希

栗　佑貴 矢形　健太郎

和田　　周 間瀬　俊介

森田　浩平 笹渕　康孝

山﨑　大嗣 三浦　昂

荒木　那智 長谷川　達也

後藤　圭亮 細田　慎二



番号 選 手 名 ポイント 選 手 名
６－２１

17 （　　０　　） １２－２１ （　　２　　）
(静岡県) － (愛知)

１１－２１
18 （　　１　　） ２１－１５ （　　２　　）

(岐阜) １１－２１ (愛知)
２１－１３

19 （　　２　　） ２１－１１ （　　０　　）
(岐阜) － (愛知)

１７－２１
20 （　　０　　） １６－２１ （　　２　　）

(静岡) － (岐阜県)

１５－２１

21 （　　１　　） ２１－１９ （　　２　　）

(三重県) ２２－２４ (愛知)

２１－１１

22 （　　１　　） １６－２１ （　　２　　）

(静岡) １２－２１ (愛知)

２１－１１

23 （　　２　　） １９－２１ （　　１　　）

(岐阜) ２１－１４ (三重)

１２－２１

24 （　　２　　） ２１－１９ （　　１　　）

(岐阜) ２１－１７ (愛知県)

番号 選 手 名 ポイント 選 手 名

２１－１８

25 （　　２　　） ２１－１９ （　　０　　）

(愛知) － (愛知)

２１－１１

26 （　　２　　） ２１－１７ （　　０　　）

(岐阜) － (岐阜県)

０－２１

27 （　　０　　） ０－２１ （　　２　　）

(愛知) キケン (愛知)

８－２１

28 （　　０　　） ９－２１ （　　２　　）

(岐阜) － (岐阜)

番号 選 手 名 ポイント 選 手 名

２１－１７

29 （　　１　　） ７－２１ （　　２　　）

(愛知) ７－２１ (岐阜)

２回戦

岸野　嵩志 近藤　拓未

大森　康平 齋藤　裕進

尾野　拓郎

大野　裕茉 小髙　拓也

浦井　唯行

中西  雄希

栗　佑貴 和田　　周

安藤　大

笹渕　康孝

後藤　圭亮 長谷川　達也

三浦　昂

３回戦

近藤　拓未 齋藤　裕進

浦井　唯行 小髙　拓也

中西  雄希 和田　　周

後藤　圭亮三浦　昂

浦井　唯行

準決勝

近藤　拓未



１７－２１

30 （　　２　　） ２１－９ （　　１　　）

(愛知) ２１－１４ (岐阜)

番号 選 手 名 ポイント 選 手 名

２３－２５

31 （　　０　　） １１－２１ （　　２　　）

(岐阜) － (愛知)

番号 選 手 名 ポイント 選 手 名

２１－１２

32 （　　２　　） ２１－１７ （　　０　　）

(愛知) － (岐阜)

３位決定戦

近藤　拓未 後藤　圭亮

和田　　周 後藤　圭亮

決　勝

浦井　唯行 和田　　周






