
≪男子個人戦≫ Ｎｏ．６

内野陽太 當間雄哉 山崎諒羽 榎本拓真

埼玉栄中学校 横浜市立あかね台中学校 埼玉栄中学校 淑徳巣鴨中学校

平本錦樹 袴　雄豊 山根瑶亮 野口翔平

厚木市立小鮎中学校 大田区立馬込中学校 栃木市立東陽中学校 埼玉栄中学校

柴田拓実 宮脇勇真 小野泰平 若林由亮

埼玉栄中学校 流山市立西初石中学校 川崎市立渡田中学校 小山市立小山第二中学校

松元　遼 佐藤一真 冨塚慎之介 河村　翼

習志野市立第七中学校 蓮田市立蓮田南中学校 淑徳巣鴨中学校 埼玉栄中学校

試合番号 ＢＳ１３ 試合番号 ＢＳ１４

試合番号 ＢＳ１５ 試合番号 ＢＳ１６

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１０日（水）

会場　　さいたま市記念総合体育館

試合番号 ＢＳ９ 試合番号 ＢＳ１０

試合番号 ＢＳ１１ 試合番号 ＢＳ１２



埼玉栄中学校 青梅市立新町中学校 西武台千葉中学校 横浜市立南が丘中学校

阿見町立阿見中学校 大網白里市立大網中学校 春日部市立武里中学校 淑徳巣鴨中学校

春日部市立武里中学校 横浜市立南が丘中学校 春日部市立武里中学校 宇都宮市立鬼怒中学校

甲州市立勝沼中学校 淑徳巣鴨中学校 西武台千葉中学校 埼玉栄中学校

佐藤　秀 江頭桜空 滝本千裕 百上拓海

試合番号 ＢＤ１５ 試合番号 ＢＤ１６

内田康介 溝口航平 塩澤慶郁 樋口　輝

嶋田匡明 青木幸久 加藤　恵 北川史翔

福田祐弥 森永裕人 藤田直己 工藤瞳哉

中村准也 塚田湧也 渡邉翔太 小室直椰

試合番号 ＢＤ１３ 試合番号 ＢＤ１４

試合番号 ＢＤ１１ 試合番号 ＢＤ１２

大山太陽 岡本空都 坂田　蓮 野田好希

川島直也 松永那津央 髙藤春希 岡島圭佑

山下潤也 関根昂祐 林隆之介 佐藤大地

試合番号 ＢＤ９ 試合番号 ＢＤ１０



≪男子個人戦≫ Ｎｏ．７

内野陽太 榎本拓真 平本錦樹 野口翔平

埼玉栄中学校 淑徳巣鴨中学校 厚木市立小鮎中学校 埼玉栄中学校

柴田拓実 若林由亮 佐藤一真 河村　翼

埼玉栄中学校 小山市立小山第二中学校 蓮田市立蓮田南中学校 埼玉栄中学校

内野陽太 平本錦樹 若林由亮 河村　翼

埼玉栄中学校 厚木市立小鮎中学校 小山市立小山第二中学校 埼玉栄中学校

内野陽太 河村　翼 榎本拓真 野口翔平

埼玉栄中学校 埼玉栄中学校 淑徳巣鴨中学校 埼玉栄中学校

試合番号 ＢＳ21　準決勝 試合番号 ＢＳ22　準決勝

試合番号 ＢＳ23　決勝 試合番号 ＢＳ24

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１０日（水）

会場　　さいたま市記念総合体育館

試合番号 ＢＳ17 試合番号 ＢＳ１8

試合番号 ＢＳ１9 試合番号 ＢＳ20



埼玉栄中学校 横浜市立南が丘中学校

阿見町立阿見中学校 淑徳巣鴨中学校 春日部市立武里中学校 春日部市立武里中学校

淑徳巣鴨中学校 埼玉栄中学校 埼玉栄中学校 淑徳巣鴨中学校

春日部市立武里中学校 埼玉栄中学校 淑徳巣鴨中学校 埼玉栄中学校

横浜市立南が丘中学校 阿見町立阿見中学校 春日部市立武里中学校 淑徳巣鴨中学校

岡島圭佑 大山太陽 嶋田匡明 溝口航平

佐藤大地 中村准也 福田祐弥 江頭桜空

試合番号 ＢＤ24 試合番号 ＢＤ25

藤田直己 百上拓海 小室直椰 百上拓海

加藤　恵 樋口　輝 野田好希 樋口　輝

江頭桜空 百上拓海 山下潤也 小室直椰

試合番号 ＢＤ22　準決勝 試合番号 ＢＤ23 決勝

試合番号 ＢＤ20 試合番号 ＢＤ21　準決勝

溝口航平 樋口　輝 川島直也 野田好希

中村准也 小室直椰 福田祐弥 藤田直己

試合番号 ＢＤ１8 試合番号 ＢＤ１9

大山太陽 野田好希 嶋田匡明 加藤　恵

柴田拓実 佐藤一真 川島直也 岡島圭佑

埼玉栄中学校 蓮田市立蓮田南中学校 山下潤也 佐藤大地

試合番号 ＢS25 試合番号 ＢＤ１7



≪女子個人戦≫ Ｎｏ．５

宮﨑淳美 田中寿奈 髙橋千夏 栗原あかり

埼玉栄中学校 淑徳巣鴨中学校 大和市立つきみ野中学校 西武台千葉中学校

米倉瑚乃実 中澤里奈 柿沼志帆 佐藤くるみ

小平市立小平第二中学校 甲府市立北東中学校 宇都宮市立鬼怒中学校 埼玉栄中学校

鈴木幸恵 舛木さくら 倉島美咲 郡司莉子

守谷市立愛宕中学校 宇都宮市立陽北中学校 埼玉栄中学校 海老名市立大谷中学校

横内美海 小松崎萌歌 花嶋美祐 福井美空

中央市立玉穂中学校 川崎市立渡田中学校 開智日本橋学園中学校 埼玉栄中学校

埼玉栄中学校 阿見町立阿見中学校 小田原市立橘中学校 甲州市立勝沼中学校

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１０日（水）

会場　　さいたま市記念総合体育館

試合番号 ＧＳ９ 試合番号 ＧＳ１０

試合番号 ＧＳ１１ 試合番号 ＧＳ１２

試合番号 ＧＳ１３ 試合番号 ＧＳ１４

試合番号 ＧＳ１５ 試合番号 ＧＳ１６

試合番号 ＧＤ９ 試合番号 ＧＤ１０

鈴木陽向 宮下澪奈 立岡麻衣 田中優貴美

大澤佳歩 宮下彩奈 遠山奈都 吉田百伽



松戸市立第四中学校 小山市立小山第二中学校 蓮田市立蓮田南中学校 開智日本橋学園中学校

蓮田市立蓮田南中学校 宇都宮市立横川中学校 石岡市立石岡中学校 海老名市立柏ヶ谷中学校

新島学園中学校 春日部市立武里中学校 埼玉栄中学校 小平市立小平第二中学校

試合番号 ＧＤ１１ 試合番号 ＧＤ１２

杉山未来 伊藤玲香 秋庭美羽 手戸愛理

大髙舞衣 杉村南美 小島帆乃果 田中陽菜乃

試合番号 ＧＤ１３ 試合番号 ＧＤ１４

八角実侑 伊藤　空 海老澤彩 須田虹花

武井ほのか 大垣友南 佐藤茅穂 田中　蛍

試合番号 ＧＤ１５ 試合番号 ＧＤ１６

中島亜紀 糸谷あかり 中條由菜 加藤碧夏

河野鈴佳 本田胡桃 原島彩乃 田代流楓



≪女子個人戦≫ Ｎｏ．６

宮﨑淳美 栗原あかり 米倉瑚乃実 佐藤くるみ

埼玉栄中学校 西武台千葉中学校 小平市立小平第二中学校 埼玉栄中学校

鈴木幸恵 郡司莉子 横内美海 福井美空

守谷市立愛宕中学校 海老名市立大谷中学校 中央市立玉穂中学校 埼玉栄中学校

宮﨑淳美 米倉瑚乃実 郡司莉子 福井美空

埼玉栄中学校 小平市立小平第二中学校 海老名市立大谷中学校 埼玉栄中学校

宮﨑淳美 福井美空 栗原あかり 佐藤くるみ

埼玉栄中学校 埼玉栄中学校 西武台千葉中学校 埼玉栄中学校

埼玉栄中学校 甲州市立勝沼中学校

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１０日（水）

会場　　さいたま市記念総合体育館

試合番号 ＧＳ１７ 試合番号 ＧＳ１８

試合番号 ＧＳ１９ 試合番号 ＧＳ２０

試合番号 ＧＳ２１　準決勝 試合番号 ＧＳ２２　準決勝

試合番号 ＧＳ２３　決勝 試合番号 ＧＳ２４

試合番号 ＧＳ２５ 試合番号 ＧＤ１７

鈴木　幸恵 横内美海 鈴木陽向 田中優貴美

中央市立玉穂中学校 大澤佳歩 吉田百伽守谷市立愛宕中学校



小山市立小山第二中学校 蓮田市立蓮田南中学校 蓮田市立蓮田南中学校 石岡市立石岡中学校

春日部市立武里中学校 埼玉栄中学校 埼玉栄中学校 小山市立小山第二中学校

蓮田市立蓮田南中学校 埼玉栄中学校 埼玉栄中学校 蓮田市立蓮田南中学校

甲州市立勝沼中学校 蓮田市立蓮田南中学校 石岡市立石岡中学校 春日部市立武里中学校

試合番号 ＧＤ１８ 試合番号 ＧＤ１９

伊藤玲香 秋庭美羽 八角実侑 海老澤彩

杉村南美 小島帆乃果 武井ほのか 佐藤茅穂

試合番号 ＧＤ２０ 試合番号 ＧＤ２１　準決勝

糸谷あかり 中條由菜 鈴木陽向 伊藤玲香

本田胡桃 原島彩乃 大澤佳歩 杉村南美

試合番号 ＧＤ２２　準決勝 試合番号 ＧＤ２３　決勝

糸谷あかり

吉田百伽

八角実侑 中條由菜 鈴木陽向 八角実侑

武井ほのか 原島彩乃 大澤佳歩 武井ほのか

試合番号 ＧＤ２４ 試合番号 ＧＤ２５

田中優貴美 秋庭美羽 海老澤彩

小島帆乃果 佐藤茅穂 本田胡桃



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８日（月）～１０日（水）

会場　　さいたま市記念総合体育館


