
１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート 10コート
09:30 MD-1 MD-2 MD-3 MD-4 MD-5 MD-6 MD-7 MD-8 MD-9 MD-10

小久保・小久保 早川・山本 伊藤・横原 堀田・林 鰺坂・山田 玉井・平瀬 荒木・古川 市場・酒井 杉浦・片山 安藤・井上
(桜丘高･渥美農業高) (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (豊川高) (岩倉パラレル) (久野金属工業) (豊川高) (同朋高) (岩倉パラレル) (温泉ズ･個人登録) (豊川高)
水野・岡﨑 末吉・北口 小倉・花井 西村・榎本 伊東・水野 齋藤・棚橋 中山・平 中家・井上 筒井・鈴木 加藤・近藤
(名古屋工業大) (三菱自動車岡崎) (愛知製鋼･ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ) (名古屋工業大) (ｖｉｖｉｄ) (岐大ＢＣ･黄金クラブ) (たまひよくらぶ･個人登録) (大里東Ｊｒ) (豊川東部中･福江中) (名古屋工業大)

10:00 MD-11 MD-12 MD-13 MD-14 MD-15 MD-16 MD-17 MD-18 MD-19 MD-20
杉浦・小嶋 夷・沢田 城内・倉田 伊地知・川畑 大家・稲垣 柴田・米本 大山・伊藤 河島・坂元 近藤・宮下 伊藤・松野
(日本福祉大) (中部大) (豊川高) (ＬＯＶＥＡＬＬ) (Ｔｅａｍ鼓舞) (名古屋大･東海クラブ) (ＬＯＶＥＡＬＬ) (名古屋高) (中部大) (高蔵寺中･春日井中部中)

岩井・小笠原 生田・長瀬 大岩・近藤 高森・河村 花井・山本 ｂｙｅ 山口・谷崎 伊佐治・大浦 野口・金澤 岡野・高平
(犬山ドリームズ) (中川シャトル･風林火山) (三好･＋α) (同朋高) (ＢｕｄＢｕｄ) () (同朋高) (チーム鼓舞･風林火山) (豊川高) (岩倉パラレル･個人登録)

10:30 MD-21 MD-22 MD-23 MD-24 MD-25 MD-26 MD-27 MD-28 MD-29 MD-30
佐藤・薮井 大木・渥美 大脇・大成 榎本・立木 伊藤・松下 鈴木・仁枝 川口・川口 東・渡辺 市川・北河 山川・ファイザルビンアチョイ

(三菱自動車岡崎) (豊川高) (名古屋工業大) (岩倉パラレル) (個人登録･豊川高) (西尾Ｊｒ) (愛工大名電高･ｖｉｖｉｄ) (Ｇ．ｓｐａｎｋ･ＫＥＰＰＡＲＥ) (豊川高) (名古屋工業大)

梶谷・早川 谷川・谷川 千葉・松尾 伊藤・牧野 田中・村瀬 清田・石原 木原・吉水 北野・本田 宮本・池田 福野・名和
(ＰＥＡＣＯＣＫ･フレスカ) (春日井東部中･バドラッシュ) (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (猪高中) (同朋高) (豊川高) (名古屋工業大･中京大) (大府南中) (日本福祉大) (同朋高)

11:00 WD-1 WD-2 WD-3 WD-4 WD-5 WD-6 WD-7 WD-8 WD-9 WD-10
岩瀬・来 安江・中本 宮本・米山 浅田・二反田 清水・戸松 松島・豊島 小林・中内 中尾・内山 加藤・平手 岡田・増田

(同朋高) (常滑中･知多中) (Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ．･本郷中) (大府南中) (名古屋工業大) (日進Ｊｒ･名古屋スポ少) (北山東山バドミントンクラブ) (瀬戸南山中･長久手南中) (犬山ドリームズ) (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ)

手島・嶋村 日野・小池 河村・松久保 河合・深見 山本・早川 大西・岩井 磯村・吉行 内木・串田 井野・奥山 早井・水野

(西尾Ｊｒ) (ＳＧＵＪｒ) (大里東Ｊｒ) (ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ) (南城中) (犬山ドリームズ) (愛知淑徳高) (同朋高) (大府北中) (猪高中･高針台中)

11:30 WD-11 WD-12 WD-13 WD-14 MD-31 MD-32 MD-33 MD-34 MD-35 MD-36
小林・金子 濱地・小笠原 小島・丹羽 田中・坂本 内田・川村
(日本福祉大) (ＳＧＵＪｒ) (同朋高) (尾北高･丹羽高) (ＲＨＢＴ)
棚橋・米倉 和田・横山 磯部・加藤 荒木・石居
(愛知淑徳高) (名古屋工業大) (豊川高･ＲＨＢＴ) (ＫＯＺＯＴＴＥＢ．Ｃ．)

12:00 MD-37 MD-38 MD-39 MD-40 MD-41 MD-42 MD-43 MD-44 MD-45 MD-46

高橋・福井

(有心館)
12:30 WD-15 WD-16 WD-17 WD-18 WD-19 WD-20 WD-21 WD-22 MD-47 MD-48

水野・齋藤
(長久手南中･守山東中)

鈴田・市村
(大府南中･大府北中)

13:00 MD-49 MD-50 MD-51 MD-52 MD-53 MD-54 WD-23 WD-24 WD-25 WD-26

13:30 MD-55 MD-56 MD-57 MD-58 WD-27 WD-28

14:00 MD-59 MD-60 WD-決勝

14:30 MD-決勝

複　　　令和４年８月２７日　名東スポーツセンター



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09:30 MS-1 MS-2 MS-3 MS-4 MS-5 MS-6 MS-7 MS-8 MS-9 MS-10

福岡暖大 今泉康平 石丸敦也 福島巧太郎 川口結斗 早川竜乃介 近藤聡哉 丹羽雄飛 越原桜士朗 近藤克樹
(半田工科高) (Ｃｕｃｋｏｏ) (個人登録) (愛産大三河高) (中部大春日丘高) (同朋高) (名古屋高) (同朋高) (名古屋工業大) (たまひよくらぶ)

吉川政希 石原佑一 花堂里空 大矢琉生 安藤心一 藤田隼 戸田琉晴 田中颯真 木下陽生 細川聖矢
(名古屋工業大) (三菱自動車岡崎) (はりーあっぷＪｒ) (大府北中学校) (豊田合成) (名古屋工業大) (大府西中) (岡崎Ｊｒ) (長久手Ｊｒ) (ＩＷＡＴＡＢ．Ｃ．)

10:00 MS-11 MS-12 MS-13 MS-14 MS-15 MS-16 MS-17 MS-18 MS-19 MS-20
林勇希 深田朔玖 青山大都 岩間悠生 林睦月 小笠原一磨 三田村壮眞 粂野駿 渡邉一行 菅裕太

(大里東Ｊｒ) (ウィスタリアＪｒ) (はりーあっぷＪｒ) (藤森中) (愛産大三河高) (ＫＯＺＯＴＴＥＢ．Ｃ．) (岡崎Ｊｒ) (ＳＧＵＪｒ) (名古屋工業大) (ＮＡＮＺＡＮ)
須田清流 渡邊洋 寺澤樟悟 加藤大稀 杉山侑大 大谷健人 加藤正嘉 森本崇嗣 安井俊樹 松下遼祐
(同朋高) (東海クラブ) (渥美農業高) (同朋高) (名古屋工業大) (渥美農業高) (名古屋高) (個人登録) (愛知県庁) (はりーあっぷＪｒ)

10:30 MS-21 MS-22 MS-23 MS-24 MS-25 MS-26 MS-27 MS-28 MS-29 MS-30
ジャンカンエン 熊谷有希也 嶋崎純一 渡邉優真 白木優汰 加藤聡太郎 市川総一朗 中島侑飛 中西快 深谷竜馬
(ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (名古屋鉄道) (名古屋工業大) (中部大) (同朋高) (豊橋市立二川中) (はりーあっぷＪｒ) (日進ＪｒＢＣ) (中部大春日丘高) (同朋高)
太田光軌 稲垣遥翔 大脇稔也 小川翔大 柴田飛宏 清水脩翔 水谷隼也 西山芹佳 福田結都 徳永将也

(愛産大三河高) (ウィスタリアＪｒ) (中部大春日丘高) (武豊中) (師勝Ｊｒ) (愛産大三河高) (名古屋工業大) (たまひよくらぶ) (東部中) (名古屋鉄道)

11:00 MS-31 MS-32 MS-33 MS-34 MS-35 MS-36 MS-37 MS-38 MS-39 MS-40
山田悠貴 清田光流 岩﨑大知 吉野雅人 濵地諒拓 片山智喜 柴田祐一 平井賢志 石川剛 木村武蔵

(名古屋工業大) (渥美農業高) (ハシルトン) (同朋高) (一宮南高) (愛知教育大) (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (ウィスタリアＪｒ) (はりーあっぷＪｒ) (三菱自動車岡崎)

徳田太平 世古創麻 酒井翔基 福澤研志 日比貴博 浅野晃生 岡田飛彩 井上毘匡 村田勇翔 和田尭也
(ウィスタリアＪｒ) (はりーあっぷＪｒ) (名古屋高) (名古屋工業大) (大里東Ｊｒ) (長久手Ｊｒ) (名古屋工業大) (愛産大三河高) (同朋高) (名古屋工業大)

11:30 MS-41 MS-42 MS-43 MS-44 MS-45 MS-46 MS-47 MS-48 MS-49 MS-50
武田拓也 近藤準太 後藤比奈汰 大村直人 尾形亮輔 神谷享知 水野滉大 大山昊燿 樋口浩司 高橋恢登
(豊田合成) (愛産大三河高) (ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ) (東海クラブ) (ウィスタリアＪｒ) (ＫＯＺＯＴＴＥＢ．Ｃ．) (中部大) (中部大春日丘高) (佐布里) (同朋高)
篠原義久 坂本羽琉 毎田光輝 安藝大智 村木祐斗 山本羚牙 森永真基 米谷蕾人 百合本悠己 佐々木葵

(ＮＯＴ－ＳＯＹ) (ＳＧＵＪｒ) (名古屋工業大) (ウィスタリアＪｒ) (名古屋高) (同朋高) (デンソー) (はりーあっぷＪｒ) (丹羽高) (名古屋工業大)

12:00 MS-51 WS-1 WS-2 WS-3 WS-4 WS-5 WS-6 WS-7 WS-8 WS-9
佐野仁紀 稲原偲乃 中川陽葵 万年美澄 森下瑠香 笠原未釉 初野桃香 馬越由依 廣瀬結 古舘美空
(個人登録) (大里東Ｊｒ) (日進ＪｒＢＣ) (ＮＯＣＫ) (田原福江中) (大府南中) (岩成台中) (名古屋工業大) (同朋高) (大府北中)
鈴木悠太 松尾小春 森下和子 鈴木すみれ 脇口あゆり 加藤もも 山來愛華 草野佑季 小林紗也 服部友月

(愛産大三河高) (中部大春日丘高) (師勝Ｊｒ) (愛知教育大) (ＳＧＵＪｒ) (個人登録) (中部大春日丘高) (師勝Ｊｒ) (青海中) (中部大春日丘高)

12:30 WS-10 WS-11 WS-12 WS-13 WS-14 WS-15 WS-16 WS-17 MS-52 MS-53
田代瑠菜 石田希羽 近藤采奈 安藤千鶴 小酒井仁菜 清水優羅 中西菜緒 北野瑳那 中多大貴

(愛知県立刈谷高) (日進ＪｒＢＣ) (大府西中) (中部大春日丘高) (Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ) (中部大春日丘高) (はりーあっぷＪｒ) (ＮＯＣＫ) (Ｏｈｍｙｇｕｔ)
三浦かし乃 大串恋々奈 宮下海空 蔡せん 松下優那 玉井恵莉花 大串美百奈 宮廣咲貴
(ハシルトン) (ＮＯＣＫ) (ＳＧＵＪｒ) (はりーあっぷＪｒ) (はりーあっぷＪｒ) (牧の池中) (中部大春日丘高) (名古屋工業大)

13:00 MS-54 MS-55 MS-56 MS-57 MS-58 MS-59 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63
大澤良能 因藤将夢
(名古屋高) (はりーあっぷＪｒ)

吉見颯真 池田晴
(名古屋工業大) (ウィスタリアＪｒ)

13:30 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 MS-71 MS-72 MS-73
小石川竜也 長利峰男 井口一希
(東海クラブ) (佐布里) (個人登録)

永野太一
(佐布里)

14:00 MS-74 MS-75 MS-76 MS-77 MS-78 MS-79 MS-80 MS-81 MS-82 MS-83
徳田颯介

(ＫＯＫＡＣＡＲＥ)

三浦壮太 柴田京将 西尾侑起
(はりーあっぷＪｒ) (ＳＭＡＧＡＮ) (岡崎Ｊｒ)

14:30 WS-18 WS-19 WS-20 WS-21 WS-22 WS-23 WS-24 WS-25 WS-26 WS-27
藤井詩 坂本菜月 馬場心春 山脇咲星 小林柚依

(はりーあっぷＪｒ) (中部大春日丘高) (はりーあっぷＪｒ) (はりーあっぷＪｒ) (岡崎ＪｒＢ．Ｃ．)

山田栞菜 早水咲葵 井上梨海 原明来
(愛知県立刈谷高) (ＮＯＣＫ) (大里東Ｊｒ) (中部大春日丘高)

15:00 WS-28 WS-29 WS-30 WS-31 WS-32 WS-33 MS-84 MS-85 MS-86 MS-87
桑原心 冨田紗来良 本田結望

(長久手南中) (大府北中) (師勝Ｊｒ)
樫尾雫玖 河村珠莉奈 加山華
(大里東Ｊｒ) (大里東Ｊｒ) (大府中)

15:30 MS-88 MS-89 MS-90 MS-91 MS-92 MS-93 MS-94 MS-95 MS-96 MS-97

16:00 MS-98 MS-99 WS-34 WS-35 WS-36 WS-37 WS-38 WS-39 WS-40 WS-41

16:30 MS-100 MS-101 MS-102 MS-103 MS-104 MS-105 MS-106 MS-107 WS-42 WS-43

17:00 WS-44 WS-45 MS-108 MS-109 MS-110 MS-111

17:30 WS-46 WS-47 MS-112 MS-113

18:00 WS-決勝 MS-決勝

単　　　令和４年８月２８日　刈谷市体育館


