
≪男子団体戦≫ Ｎｏ．3

試合番号　ＢＴ9 (2回戦） (2回戦）

埼玉栄中学校 横浜市立茅ケ崎中学校 さいたま市立三室中学校 甲州市立勝沼中学校

試合番号　ＢＴ11 (2回戦） (2回戦）

西武台千葉中学校 茗溪学園中学校 小山市立小山第二中学校 小平市立小平第二中学校

第４７回関東中学校バドミントン大会　フォトギャラリー

平成２８年８月９日（火）

会場　　さいたま市記念総合体育館

試合番号　ＢＴ10

Ｄ
１

Ｄ
１

川島直也 千葉裕斗 秋山太樹 武田寧生

山下潤也 吉沢春陽 加藤康汰 安藤　翔

Ｓ Ｓ

柴田拓実 鎌田隆寛 西形　怜 安間太一

Ｄ
２

Ｄ
２

櫻井健人 内田康介

五十嵐優太 佐藤　秀

試合番号　ＢＴ12

Ｄ
１

Ｄ
１

滝本千裕 岡野藍輝 若林由亮 矢本光成

八重樫涼平 山本健太郎 仁科潤海 圓谷祐大

Ｓ Ｓ

塩澤慶郁 富田剣斗 中村恵大 山本一輝

Ｄ
２



第４７回関東中学校バドミントン大会　フォトギャラリー

平成２８年８月９日（火）

会場　　さいたま市記念総合体育館

≪男子団体戦≫ Ｎｏ．4

試合番号　ＢＴ13 (2回戦） (2回戦）

春日部市立武里中学校 大田区立馬込中学校 みどり市立笠懸中学校 筑西市立明野中学校

試合番号　ＢＴ15 (2回戦） (2回戦）

横浜市立南が丘中学校 蓮田市立蓮田南中学校 宇都宮市立鬼怒中学校 淑徳巣鴨中学校

試合番号　ＢＴ14

Ｄ
１

Ｄ
１

加藤　恵 江上将大 成塚陸翔 窪前大希

藤田直己 隈井優太 遠坂直希 𠮷田　純

Ｓ Ｓ

嶋田匡明 袴　雄豊 塚越達也 松田俊哉

Ｄ
２

Ｄ
２

試合番号　ＢＴ16

Ｄ
１

Ｄ
１

岡島圭佑 大熊青葉 濱田慧大 野田好希

佐藤大地 澤田涼介 北川史翔 溝口航平

Ｓ Ｓ

倉持康文 松村拓哉 伊藤祐司 榎本拓真

Ｄ
２

Ｄ
２

青木幸久 佐藤一真

森永裕人 河野　樹



第４７回関東中学校バドミントン大会　フォトギャラリー

平成２８年８月９日（火）

会場　　さいたま市記念総合体育館

≪男子団体戦≫ Ｎｏ．4

(準々決勝） (準々決勝）

埼玉栄中学校 さいたま市立三室中学校 西武台千葉中学校 小山市立小山第二中学校

(準々決勝） (準々決勝）

春日部市立武里中学校 筑西市立明野中学校 蓮田市立蓮田南中学校 淑徳巣鴨中学校

試合番号　ＢＴ17 試合番号　ＢＴ1８

Ｄ
１

Ｄ
１

百上拓海 加藤康汰 滝本千裕 寺内　瑠

樋口　輝 今野　輝 八重樫涼平 小堀隼平

Ｓ Ｓ

河村　翼 秋山太樹 中川創太 中村恵大

Ｄ
２

Ｄ
２

塩澤慶郁 若林由亮

髙藤春希 仁科潤海

試合番号　ＢＴ19 試合番号　ＢＴ２０

Ｄ
１

Ｄ
１

坂田　蓮 坪松勇希 松村拓哉 小室直椰

渡邉翔太 大吉　慧 鈴木俊也 江頭桜空

Ｓ Ｓ

嶋田匡明 松田俊哉 佐藤一真 榎本拓真

Ｄ
２

Ｄ
２

加藤　恵 窪前大希

藤田直己 𠮷田　純



第４７回関東中学校バドミントン大会　フォトギャラリー

平成２８年８月９日（火）

会場　　さいたま市記念総合体育館

≪男子団体戦≫ Ｎｏ．4

(準決勝） (準決勝）

埼玉栄中学校 西武台千葉中学校 淑徳巣鴨中学校 春日部市立武里中学校

(決勝戦）

埼玉栄中学校 淑徳巣鴨中学校

試合番号　ＢＴ２１ 試合番号　ＢＴ２２

Ｄ
１

Ｄ
１

川島直也 滝本千裕 野田好希 加藤　恵

山下潤也 塩澤慶郁 溝口航平 藤田直己

Ｓ Ｓ

内野陽太 八重樫涼平 榎本拓真 嶋田匡明

Ｄ
２

Ｄ
２

小室直椰 坂田　蓮

江頭桜空 渡邉翔太

試合番号　ＢＴ２３

Ｄ
１

川島直也 江頭桜空

山下潤也 小室直椰

Ｓ

河村　翼 榎本拓真

Ｄ
２

樋口　輝 野田好希

百上拓海 溝口航平



≪女子団体戦≫ Ｎｏ．２

試合番号 ＧＴ９ ２回戦 試合番号 ＧＴ１０ ２回戦

埼玉栄中学校 川崎市立川中島中学校 開智日本橋学園中学校 松戸市立第四中学校

２回戦 ２回戦

石岡市立石岡中学校 淑徳巣鴨中学校 志木市立志木第二中学校 小山市立小山第二中学校

第４７回関東中学校バドミントン大会　フォトギャラリー

平成２８年８月９日（火）

会場　　さいたま市記念総合体育館

Ｄ
１

Ｄ
１

中條由菜 田中珠鈴 田中陽菜乃 大髙舞衣

原島彩乃 國領咲希 手戸愛理 佐藤陽菜

Ｓ Ｓ

福井美空 東　衿凪 花嶋美佑 杉山愛結

Ｄ
２

Ｄ
２

田中珠鈴 本迫未涼 尾林佳奈 杉山未来

國領咲希 小島佳奈 齋藤　柚 髙橋茉優

試合番号 ＧＴ１１ 試合番号 ＧＴ１２

Ｄ
１

Ｄ
１

海老澤彩 冨塚真優子 油井言実 伊藤玲香

佐藤茅穂 栁下生帆 鳥澤瑞希 日吉華子

Ｓ Ｓ

佐々木真由 田中寿奈 小笠原史華 杉村南美

Ｄ
２

Ｄ
２

小川明華 小野里かなう 千葉綾乃 岩﨑真帆

小吹久瑠実 斎藤怜奈 関野里真 伊藤瑠菜



２回戦 ２回戦

蓮田市立蓮田南中学校 西武台千葉中学校 桐生市立相生中学校 海老名市立大谷中学校

試合番号 ＧＴ１５ ２回戦 試合番号 ＧＴ１６ ２回戦

甲州市立勝沼中学校 宇都宮市立鬼怒中学校 昭和学院中学校 小平市立小平第二中学校

試合番号 ＧＴ１３ 試合番号 ＧＴ１４

Ｄ
１

Ｄ
１

八角実侑 山田美羽 長島美優 郡司莉子

武井ほのか 原田佳歩 松井美優 細野友莉伽

Ｓ Ｓ

八角真帆 栗原あかり 吉田　葵 大野友羽里

Ｄ
２

Ｄ
２

秋庭美羽 花輪菜々実 橋本しずく 野末明日香

小島帆乃果 栗原琉夏 渡辺莉奈 矢部あさひ

Ｄ
１

Ｄ
１

田中優貴美 小林璃菜 菅野季々 加藤碧夏

吉田百伽 柴田　歩 斉郷遥南 田代流楓

Ｓ Ｓ

矢崎夏帆 柿沼志帆 石塚日菜子 米倉瑚乃実

Ｄ
２

Ｄ
２

小川桃果 新田　光 大澤千鶴 山根千遥

加茂結莉 新田　凪 堤みほろ 西野公美子



≪女子団体戦≫ Ｎｏ．３

試合番号 ＧＴ１７ ３回戦 試合番号 ＧＴ１８ ３回戦

埼玉栄中学校 松戸市立第四中学校 石岡市立石岡中学校 小山市立小山第二中学校

３回戦 ３回戦

蓮田市立蓮田南中学校 海老名市立大谷中学校 宇都宮市立鬼怒中学校 小平市立小平第二中学校

第４７回関東中学校バドミントン大会　フォトギャラリー

平成２８年８月９日（火）

会場　　さいたま市記念総合体育館

Ｄ
１

Ｄ
１

鈴木陽向 杉山未来 小川明華 岩﨑真帆

大澤佳歩 大髙舞衣 小吹久瑠実 伊藤瑠菜

Ｓ Ｓ

宮﨑淳美 杉山　凜 佐藤茅穂 杉村南美

Ｄ
２

Ｄ
２

福井美空 湯浅の乃佳 海老澤彩 伊藤玲香

原島彩乃 佐藤陽菜 佐々木真由 日吉華子

試合番号 ＧＴ１９ 試合番号 ＧＴ２０

Ｄ
１

Ｄ
１

八角実侑 澁谷夏実 新田　光 加藤碧夏

武井ほのか 千葉愛美 新田　凪 田代流楓

Ｓ Ｓ

八角真帆 大野友羽里 柿沼志帆 米倉瑚乃実

Ｄ
２

Ｄ
２

秋庭美羽 郡司莉子 小林璃菜 山根千遥

小島帆乃果 細野友莉伽 柴田　歩 西野公美子



準決勝 準決勝

埼玉栄中学校 石岡市立石岡中学校 蓮田市立蓮田南中学校 小平市立小平第二中学校

試合番号 ＧＴ２３ 決勝

埼玉栄中学校 小平市立小平第二中学校

試合番号 ＧＴ２１ 試合番号 ＧＴ２２

Ｄ
１

Ｄ
１

鈴木陽向 佐藤茅穂 八角実侑 加藤碧夏

大澤佳歩 海老澤彩 武井ほのか 田代流楓

Ｓ Ｓ

福井美空 佐々木真由 八角真帆 米倉瑚乃実

Ｄ
２

Ｄ
２

宮﨑淳美 小川明華 秋庭美羽 山根千遥

中條由菜 小吹久瑠実 小島帆乃果 西野公美子

Ｄ
１

鈴木陽向 加藤碧夏

大澤佳歩 田代流楓

Ｓ

宮﨑淳美 山根千遥

Ｄ
２

福井美空 米倉瑚乃実

中條由菜 重見ゆきの



≪男子個人戦≫ Ｎｏ．５

八重樫涼平 當間雄哉 山崎諒羽 𠮷田　純

西武台千葉中学校 横浜市立あかね台中学校 埼玉栄中学校 筑西市立明野中学校

安間太一 袴　雄豊 矢畑加月 山根瑶亮

甲州市立勝沼中学校 大田区立馬込中学校 群馬県立中央中等教育学校 栃木市立東陽中学校

宮脇勇真 山本唯翔 小野泰平 松田俊哉

流山市立西初石中学校 小平市立小平第二中学校 川崎市立渡田中学校 筑西市立明野中学校

手嶋柊斗 佐藤一真 冨塚慎之介 中澤尚吾

高崎市立八幡中学校 蓮田市立蓮田南中学校 淑徳巣鴨中学校 甲府市立北東中学校

第４７回関東中学バドミントン大会　フォトギャラリー

平成２８年８月９日（火）

会場　　さいたま市記念総合体育館

試合番号 ＢＳ１ 試合番号 ＢＳ２

試合番号 ＢＳ３ 試合番号 ＢＳ４

試合番号 ＢＳ５ 試合番号 ＢＳ６

試合番号 ＢＳ７ 試合番号 ＢＳ８



甲州市立勝沼中学校 青梅市立新町中学校 蓮田市立蓮田南中学校 西武台千葉中学校

大網白里市立大網中学校 前橋市立箱田中学校 春日部市立武里中学校 鹿沼市立南摩中学校

横浜市立南が丘中学校 みどり市立笠懸中学校 春日部市立武里中学校 調布市立第七中学校

淑徳巣鴨中学校 茗溪学園中学校 西武台千葉中学校 横浜市立もえぎ野中学校

試合番号 ＢＤ１ 試合番号 ＢＤ２

武田寧生 松永那津央 大熊青葉 髙藤春希

安藤　翔 関根昂祐 澤田涼介 林隆之介

試合番号 ＢＤ３ 試合番号 ＢＤ４

岡本空都 小野里幸汰 坂田　蓮 安生悠透

塚田湧也 富澤洸陽 渡邉翔太 芳田琉生

試合番号 ＢＤ５ 試合番号 ＢＤ６

青木幸久 成塚陸翔 加藤　恵 菊池海聖

森永裕人 遠坂直希 藤田直己 菅原　愁

試合番号 ＢＤ７ 試合番号 ＢＤ８

溝口航平 岡野藍輝 塩澤慶郁 久保翔輝

江頭桜空 山本健太郎 滝本千裕 相澤天輝



≪女子個人戦≫ Ｎｏ．４

田中寿奈 久柗寿美玲 岩岡みのり 髙橋千夏

淑徳巣鴨中学校 前橋市立粕川中学校 茗溪学園中学校 大和市立つきみ野中学校

熊倉　舞 中澤里奈 柿沼志帆 長嶋穂希

鴻巣市立鴻巣南中学校 甲府市立北東中学校 宇都宮市立鬼怒中学校 市原市立国分寺台西中学校

舛木さくら 佐々木りん 山根千遥 倉島美咲

宇都宮市立陽北中学校 埼玉栄中学校 小平市立小平第二中学校 埼玉栄中学校

小松崎萌歌 栗原琉夏 須田絢菜 花嶋美祐

川崎市立渡田中学校 西武台千葉中学校 桐生市立川内中学校 開智日本橋学園中学校

阿見町立阿見中学校 淑徳巣鴨中学校 小田原市立橘中学校 群馬県立中央中等教育学校

会場　　さいたま市記念総合体育館

平成２８年８月９日（火）

宮下澪奈 冨塚真優子 立岡麻衣 武井陽香

宮下彩奈 栁下生帆 遠山奈都 石関都古

試合番号 ＧＳ８

試合番号 ＧＤ１ 試合番号 ＧＤ２

第４７回関東中学校バドミントン大会　フォトギャラリー

試合番号 ＧＳ１ 試合番号 ＧＳ２

試合番号 ＧＳ３ 試合番号 ＧＳ４

試合番号 ＧＳ５ 試合番号 ＧＳ６

試合番号 ＧＳ７



小山市立小山第二中学校 志木市立志木第二中学校 蓮田市立蓮田南中学校 横浜市立鴨居中学校

宇都宮市立横川中学校 松戸市立金ケ作中学校 石岡市立石岡中学校 北区立堀船中学校

春日部市立武里中学校 西武台千葉中学校 甲州市立勝沼中学校 埼玉栄中学校

齋藤優奈

試合番号 ＧＤ７ 試合番号 ＧＤ８

杉村南美 関野里真

試合番号 ＧＤ５ 試合番号 ＧＤ６

小島帆乃果 庄司愛美

川村みゆう

糸谷あかり 山田美羽 小川桃果

大垣友南 小山瑠花

伊藤　空 山辺莉花 海老澤彩

佐藤茅穂

中條由菜

本田胡桃 原田佳歩 加茂結莉 原島彩乃

齊木晴香秋庭美羽

試合番号 ＧＤ３ 試合番号 ＧＤ４

伊藤玲香 千葉綾乃


