
愛知県実業団バドミントン連盟

前期交流リーグ戦大会

　 ２０２２年５月　８日（日） 午前９時３０分　名古屋市守山スポーツセンター

５月１５日（日） 午前９時３０分　名古屋市東スポーツセンター

午前９時００分　刈谷市体育館

５月２２日（日） 午前９時００分　愛知製鋼体育館（ASCOM）

主　催・主　管　　愛知県実業団バドミントン連盟



愛知県実業団バドミントン連盟　前期交流リーグ戦大会

１．日程表

各チームの試合数及び会場は下記のとおりです。間違いのないようご注意ください。

女子

Ｍ１A Ｍ１B Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ Ｗ１

名古屋市守山

スポーツセンター

名古屋市東

スポーツセンター

愛知製鋼体育館

（ASCOM）

２．試合上の注意事項

（１）　審判はその対戦チーム同士から出して行うこと。

（２）　オーダーは試合開始３０分前までに本部に提出すること。

（３）　１チームの選手が３名以下になった場合は、そのチームを失格とする。

（４）　試合進行の関係でコート及び試合時間を変更することがあるので館内で待機すること。

　また、コート併用することがあるので、その審判員を用意すること。

（５）　勝敗決定後は打ち切りとする。

（６）　不正出場の事実が発見された場合は、ただちにそのチームを失格とする。

（７）　大会会場での盗難が発生しているので、貴重品等の持ち物は各団体で責任を持って

　　　管理すること。

（８）　大会が時間切れの場合は途中で打ち切る場合がある。

（９）　試合中の服装は（公財）日本バドミントン協会審査合格品とする。

（１０）　競技者は必ず着衣背面にチーム名をつけること。ない場合は失格とする。

着衣背面に直接ネームを入れない場合は、布で作り着装すること。

（１１）　大会内容問合せ先　

愛知県実業団バドミントン連盟事務局　小林 誠

メール： makobayashi126@ma.medias.ne.jp

電　話： ０９０－７０３５－６１１８

日程 会場
男　　　子

5月8日 ２ ２ ３

5月15日

３ ３

刈谷市体育館 ２ ２ ２ ３

5月22日 ２ ２



３．会場別タイムテーブル
◎会場責任者

山本、井上 Ｍ１A Ｍ１A Ｍ１B Ｍ１B Ｍ　２ Ｍ　２ Ｍ　２

◎峰 Ｍ１A Ｍ１A Ｍ１B Ｍ１B Ｍ　２ Ｍ　２ Ｍ　２

内田、馬場 Ｍ　２ Ｍ　２ Ｍ　２

小川、石井

福田

◎内田 Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　４ Ｍ　４ Ｍ　４

関 Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　４ Ｍ　４ Ｍ　４

天野 Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　４ Ｍ　４ Ｍ　４

伊藤

定月

武田、朝倉 Ｍ１A Ｍ１A Ｍ１B Ｍ１B Ｍ　２ Ｍ　２ Ｍ　２ Ｗ　１ Ｗ　１

◎高桑 Ｍ１(1-2) Ｍ１(3-4) Ｍ１(5-6) Ｍ１(7-8) Ｍ　２ Ｍ　２ Ｍ　２ Ｗ　１ Ｗ　１

小林、青木 Ｗ　１ Ｗ　１

林、吉田

小畠、杉浦

◎橋村 Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　４ Ｍ　４ Ｍ　４

岩田 Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　４ Ｍ　４ Ｍ　４

上枝

小畠

松村

役　　　員 時間　　　　コート 1 8 9 10

1 5月8日

守山スポーツ
センター
１０面

（１７試合）

9:30

以後、流し込み

2 3 4 5 6 7週 日　程 会　　　場

2

東スポーツ
センター
１０面

（１８試合）

9:30

以後、流し込み

5月15日

3

刈谷市
体育館
１０面

（２０試合）

9:00

以後、流し込み

3 5月22日

愛知製鋼
体育館

８面
（１２試合）

9:00

以後、流し込み



守山スポーツセンター(10面)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ｍ１A Ｍ１A Ｍ１B Ｍ１B Ｍ　２ Ｍ　２ Ｍ　２

１－１ １－２ １－１ １－２ １－１ １－２ １－３

ＪＴＥＫＴ－Ａ 東海興業 ＪＴＥＫＴ－B 大同特殊鋼 愛知製鋼Ａ デンソーＡ 愛知製鋼B

× × × × × × ×

豊田通商 KOKACARE トヨタ自動車 豊田自動織機A 豊田自動織機B デンソー西尾 ブラザー工業

Ｍ１A Ｍ１A Ｍ１B Ｍ１B Ｍ　２ Ｍ　２ Ｍ　２

２－１ ２－２ ２－１ ２－２ ２－１ ２－２ ２－３

ＪＴＥＫＴ－Ａ 東海興業 ＪＴＥＫＴ－B 大同特殊鋼 愛知製鋼Ａ デンソーＡ 愛知製鋼B

× × × × × × ×

KOKACARE 豊田通商 豊田自動織機A トヨタ自動車 ブラザー工業 豊田自動織機B デンソー西尾

Ｍ　２ Ｍ　２ Ｍ　２

３－１ ３－２ ３－３

愛知製鋼Ａ デンソーＡ 豊田自動織機B

× × ×

デンソー西尾 愛知製鋼B ブラザー工業

東スポーツセンター（10面）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　４ Ｍ　４ Ｍ　４

1－１ 1－２ １－３ 1－１ 1－２ １－３

久野金属工業 三菱電機稲沢 三菱重工名古屋Ａ 愛知県庁 豊田織機長草B トヨタ紡織

× × × × × ×

豊田合成 日本製鉄名古屋Ｂ 東海郵政 デンソーB 三菱重工名古屋B アイシン化工

Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　４ Ｍ　４ Ｍ　４

２－１ ２－２ ２－１ ２－１ ２－２ ２－３

久野金属工業 三菱電機稲沢 三菱重工名古屋Ａ 愛知県庁 豊田織機長草B トヨタ紡織

× × × × × ×

東海郵政 豊田合成 日本製鉄名古屋Ｂ アイシン化工 デンソーB 三菱重工名古屋B

Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　４ Ｍ　４ Ｍ　４

３－１ ３－２ ３－３ ３－１ ３－２ ３－３

久野金属工業 三菱電機稲沢 豊田合成 愛知県庁 豊田織機長草B デンソーB

× × × × ×
日本製鉄名古屋Ｂ 三菱重工名古屋Ａ 東海郵政 三菱重工名古屋B トヨタ紡織 アイシン化工

刈谷市体育館

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ｍ１A Ｍ１A Ｍ１B Ｍ１B Ｍ　２ Ｍ　２ Ｍ　２ Ｗ　１ Ｗ　１

３－１ ３－２ ３－１ ３－２ ４－１ ４－２ ４－３ １－１ １－２

ＪＴＥＫＴ－Ａ 豊田通商 ＪＴＥＫＴ－B トヨタ自動車 愛知製鋼Ａ デンソーＡ 豊田自動織機Ｂ 東海興業 豊田通商

× × × × × × × × ×

東海興業 KOKACARE 大同特殊鋼 豊田自動織機A 愛知製鋼B ブラザー工業 デンソー西尾 トヨタ自動車 豊田合成

Ｍ１　１-２位 Ｍ１　３-４位 Ｍ１　５-６位 Ｍ１　７-８位 Ｍ　２ Ｍ　２ Ｍ　２ Ｗ　１ Ｗ　１

４－１ ４－２ ４－３ ４－４ ４－１ ４－２ ４－３ ２－１ ２－２

愛知製鋼Ａ 愛知製鋼B デンソー西尾 東海興業 豊田通商

× × × × × × × × ×

デンソーＡ 豊田自動織機Ｂ ブラザー工業 豊田合成 トヨタ自動車

Ｍ５Ｂ Ｍ５Ｂ

３－１ ３－２

東海興業 トヨタ自動車

× ×

豊田通商 豊田合成

愛知製鋼体育館

1 2 3 4 5 6 7 8

Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　4 Ｍ　4 Ｍ　4

４－１ ４－２ ４－３ ４－１ ４－２ ４－３

久野金属工業 三菱電機稲沢 豊田合成 愛知県庁 豊田織機長草B デンソーB

× × × × × ×
三菱重工名古屋Ａ 東海郵政 日本製鉄名古屋Ｂ トヨタ紡織 アイシン化工 三菱重工名古屋B

Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　３ Ｍ　4 Ｍ　4 Ｍ　4

５－１ ５－２ ５－３ ５－１ ５－２ ５－３

久野金属工業 三菱重工名古屋Ａ 日本製鉄名古屋Ｂ 愛知県庁 トヨタ紡織 三菱重工名古屋B

× × × × × ×

三菱電機稲沢 豊田合成 東海郵政 豊田織機長草B デンソーB アイシン化工

9:30～

2022年5月8日（日）

9:30～

2022年5月15日（日）

2022年5月22日（日）

9:00～

2022年5月15日（日）

9:00～



（男子）

Ｍ１A JTEKT-A 東海興業 豊田通商 KOKACARE ＋ －

JTEKT-A

東海興業

豊田通商

KOKACARE

Ｍ１BA JTEKT-B 大同特殊鋼 トヨタ自動車 豊田自動織機Ａ ＋ －

JTEKT-B

大同特殊鋼

トヨタ自動車

豊田自動織機Ａ

Ｍ１　順位決定戦

Ｍ２ 愛知製鋼Ａ デンソーＡ 愛知製鋼Ｂ 豊田自動織機Ｂ デンソー西尾 ブラザー工業 ＋ －

愛知製鋼Ａ

デンソーＡ

愛知製鋼Ｂ

豊田自動織機Ｂ

デンソー西尾

ブラザー工業

勝　敗　表
勝
数

敗
数

総　合
ポイント 順

位

勝　敗　表
勝
数

敗
数

総　合
ポイント 順

位

１－２位　順位決定戦 （　　　　－　　　　）

３－４位　順位決定戦 （　　　　－　　　　）

５－６位　順位決定戦 （　　　　－　　　　）

７－８位　順位決定戦 （　　　　－　　　　）

勝　敗　表
勝
数

敗
数

総　合
ポイント 順

位



（男子）

Ｍ３ 久野金属工業 三菱電機稲沢 三菱重工名古屋Ａ 豊田合成 日本製鉄名古屋Ｂ 東海郵政 ＋ －

久野金属工業

三菱電機稲沢

三菱重工名古屋Ａ

豊田合成

日本製鉄名古屋Ｂ

東海郵政

Ｍ４ 愛知県庁 豊田織機長草B トヨタ紡織 デンソーＢ 三菱重工名古屋Ｂ アイシン化工 ＋ －

愛知県庁

豊田織機長草B

トヨタ紡織

デンソーＢ

三菱重工名古屋Ｂ

アイシン化工

（女子）

Ｗ１ 東海興業 豊田通商 トヨタ自動車 豊田合成 ＋ －

東海興業

豊田通商

トヨタ自動車

豊田合成

勝　敗　表
勝
数

敗
数

総　合
ポイント 順

位

勝　敗　表
勝
数

敗
数

総　合
ポイント 順

位

勝　敗　表
勝
数

敗
数

総　合
ポイント 順

位



1部Ａ（M1A）
ＪＴＥＫＴ-A 東海興業 豊田通商 KOKACARE

監督 和田　周 小林　瑛二郎 細　智映 竹内　裕詞

小林　晃 西野　勝志 北里　元輝 竹内　裕詞

宮嶋　航太郎 松本　アキラ 清水　智彦 神谷　一志

北林　悠 間瀬　亮介 大谷　唯斗 中田　政秀

市川　和洋 森田　浩平 吉村　徳仁 樋渡　元志

藤原　圭祐 大滝　聖矢 川原　聡麿 徳田　颯介

田中　佑貴 長峰　善 戸内　佑亮

城川　真輝 三宅　将平

江越　恵伍

村瀬　康之介

由町　翔弥

1部Ｂ（M1Ｂ）
ＪＴＥＫＴ-B 大同特殊鋼 トヨタ自動車 豊田自動織機A

監督 平田　典靖 小川  優 福田　昭典 桂　秀典

松村　健太 森田  慎司 海老澤　年幾 桂　秀典

馬屋原　大樹 本田  尚人 成田　大誠 伏屋　伸昭

野田　悠斗 近藤  拓未 可児　駿弥 福本　尚太

村本　竜馬 大関  修平 小坂　優也 窪田　侑生

相澤　桃李 曽根  雄太 田村　汰稀 松村　純哉

酒井  健登 谷口　涼真 松村　拓海

家壽多  慶太 寺井　彪真

川野  稜太 若林　由亮

園  飛呂菜 河辺　颯真

原井　大虎

２部（M２）
愛知製鋼Ａ デンソーＡ 愛知製鋼Ｂ 豊田自動織機Ｂ デンソー西尾 ブラザー工業

監督 橋村　義春 三崎　雅也 小倉　柾貴 岩渕　信司 水野　隼百 岡　　英範

上川原　祥 三崎　雅也 福岡　大晃 岩渕　信司 水野　隼百 岡　　英範

佐藤　諒達 甲斐　圭太 小倉　柾貴 小林　誠 浜崎　勇輔 近藤　敬　

藤田　衛 外山　亜郎 櫻井　巧 佐藤　崇裕 堀内　将人 三島　将

前田　航輝 前川　潤 宮崎　元太郎 野口　忍 東原　幸輝 中村　佳史

松永　謙蔵 池田　和正 成富　伸也 加藤　俊弘 土本　翔平 瀬戸口 耕介

井戸　寛也 中道　礁悟 遠藤 岳志 酒井　咲絵 伝　猶勝 塩田　航平

小坂　彰斗 森永　真基 上村  和槻 石野　尊拡

関　昌真 迫田　将樹 杉村　拓実

足達　陵

３部（M３）
久野金属工業 三菱電機稲沢 三菱重工名古屋Ａ 豊田合成 日本製鉄名古屋Ｂ 東海郵政

監督 冨澤　宏貴 竹村　順一 定月　泰道 前出　進一 案部　博史 屋久　晴紀

冨澤　宏貴 西村　勇紀 星尾　一暢 前出　進一 上枝　伸 盛林　稚多雄

北村　豪規 高塚　大輔 門脇　全 渡壁 和也 喜多　晃弘 屋久　晴紀

鰺坂　竜一 中島　貴一郎 今村　宏行 六ツ名　孝哉 坂元　哲也 中川　昭男

伊藤　拓馬 柳田  篤史 谷垣　顕二 前田　尚斗 羽鳥　健太 野名　拓也

山田　武志 久瀬　健太 佐藤　拓矢 田邊　智之 案部　翔 二村　啓史

上杉　紘平 松本　真心 武田　拓也 濱浦　光二 堤　大介

林　凌佑 北村　武久 城崎　陸 上枝　亮

江島　健一 案部　博史

　

出　場　選　手　名　簿　　（男子）

選手

選手

選手

選手



４部（M４）
愛知県庁 豊田織機長草B トヨタ紡織 デンソーB 三菱重工名古屋B アイシン化工

監督 前川　陽介 宮浦　義典 坂井　友晴 岩本　悟 定月　泰道 鈴木　法明

嶋田　深志 宮浦　義典 渡邉 啓斗 樋田　雅久 長井　孝史 秀島　綾一

前川　陽介 赤堀　章史 千川　啓 岩野　晃 片山　彰 山口　毅之

土屋　雄大 山崎　博昭 加藤　健之 大谷部　清二 深田　博一 近藤　充

森　賢一郎 森田　文哉 那須　厚美 木村　美紀男 福田　武義 鈴木　法明

安井　俊樹 都築　忠宏 坂井　友晴 西川　勉 加藤　章 中田　卓也

佐藤　亮介 蒲池　明 宮武　秀樹

加藤　雅也 岸本　晃

耕田　広樹 岩本　悟

本多　明 齋藤　誠

１部（W１）
東海興業 豊田通商 トヨタ自動車 豊田合成

監督 有田　裕佑 北村　裕幸 福田　昭典 戸﨑 徹

井上　洸 石井　梨紗 犬飼　萌々香 大迫　愛弓

杉山　利奈 鈴木　いよ乃 渡瀬　千尋 川瀬　美優

園田　絵里奈 蘭　沙也可 中島　萌絵 大迫　美來

肥田木　あかり 辻田　真希 木山　凛流 諸田　萌

海老澤　花 青木　美有記 北原　千凡 岸田　なつみ

関矢　芽紅 梶田　知沙 水野　裕加

中山　うらら 吉田　菜那

岩野　真睦 村田　瑞希

下農　麻結 鈴木　ゆうき

櫻井　彩貴

出　場　選　手　名　簿　　（男子）

選手

出　場　選　手　名　簿　　（女子）

選手


