
令和３年度 関東高等学校選抜バドミントン大会
兼 第５０回全国高等学校選抜バドミントン大会関東地区予選会

女子ダブルス

１回戦
試合番号 1 試合番号 2

和光　綾香 15 - 21 進藤　さくら 川和　芽衣 20 - 22 志賀　菜々美

鶴岡　美花 23 - 21 木村　美音 新岡　芽依 21 - 14 星野 咲妃

錦城・東　京 21 - 15 横浜・神奈川 常総学院・茨　城 14 - 21 星野・埼　玉

試合番号 3 試合番号 4

森田　咲希 9 - 21 松下　栞菜 堀口　菜月 21 - 17 岩渕　真愛

根本　瀬凪 19 - 21 小島　萌英 小掠　鈴穏 21 - 14 関根　春佳

法政第二・神奈川 山梨学院・山　梨 淑徳巣鴨・東　京 不動岡・埼　玉

２回戦
試合番号 5 試合番号 6

中根　明日香 21 - 17 和光　綾香 鈴木　春花 12 - 21 齋田　真歩

韮澤　百羽 21 - 11 鶴岡　美花 黒川　璃子 21 - 23 田村　今晴

埼玉栄・埼　玉 錦城・東　京 西武台千葉・千　葉 山梨学院・山　梨

試合番号 7 試合番号 8

富山　紗帆 21 - 15 成毛　翠 扇谷　若奈 18 - 21 柏瀬　倫佳

百瀨　由梨 21 - 14 今西　希 福島　華乃 16 - 21 木村　安寿

茗溪学園・茨　城 川崎総合科学・神奈川 叡明・埼　玉 共愛学園・群　馬

試合番号 9 試合番号 10

福村　亜実 22 - 20 根本　桜空 橋村　羽奏 21 - 9 長沼　美海

星野　雅 21 - 15 長谷見さくら 櫻井　優香 21 - 16 榎本　友里彩

鵠沼・神奈川 関東第一・東　京 埼玉栄・埼　玉 西武台千葉・千　葉

試合番号 11 試合番号 12

齊藤　とも江 21 - 10 齋藤　玲奈 志賀　菜々美 10 - 21 赤澤　涼華

日野原　颯 21 - 9 中川　花菜 星野 咲妃 14 - 21 遠藤　桐

淑徳巣鴨・東　京 桐生・群　馬 星野・埼　玉 甲斐清和・山　梨

試合番号 13 試合番号 14

鶴田　彩乃 21 - 13 松下　栞菜 久下　百花 10 - 21 石井　夢楓

渡辺　七海 21 - 8 小島　萌英 神山　葵 10 - 21 小原　未空

関東第一・東　京 山梨学院・山　梨 茗溪学園・茨　城 埼玉栄・埼　玉

試合番号 15 試合番号 16

岩田　風絵 21 - 23 今村　汐里 湯本　凛音 18 - 21 朝倉　ひより

田中　子嘉 21 - 15 藤田　希瑠々 森川　希美 9 - 21 近藤　ももな

法政第二・神奈川 14 - 21 西武台千葉・千　葉 大宮東・埼　玉 共愛学園・群　馬

試合番号 17 試合番号 18

岡本　萌奈未 21 - 12 田中　舞緒 野村　優那 21 - 6 門倉　菜月

竹澤　みなみ 21 - 16 小笠原　志歩 松岡　美歩 21 - 15 三橋　葵香

西武台千葉・千　葉 淑徳巣鴨・東　京 埼玉栄・埼　玉 甲斐清和・山　梨

試合番号 19 試合番号 20

荒瀬　翠栞 15 - 21 平野　詩音 堀口　菜月 21 - 17 草間　優衣

櫻井　紗菜 21 - 15 石岡　晶 小掠　鈴穏 18 - 21 永松　未侑

鵠沼・神奈川 21 - 18 桐生市立商業・群　馬 淑徳巣鴨・東　京 21 - 17 常総学院・茨　城



令和３年度 関東高等学校選抜バドミントン大会
兼 第５０回全国高等学校選抜バドミントン大会関東地区予選会

女子ダブルス

３回戦
試合番号 21 試合番号 22

中根　明日香 21 - 15 齋田　真歩 富山　紗帆 18 - 21 柏瀬　倫佳

韮澤　百羽 21 - 13 田村　今晴 百瀨　由梨 21 - 17 木村　安寿

埼玉栄・埼　玉 山梨学院・山　梨 茗溪学園・茨　城 21 - 9 共愛学園・群　馬

試合番号 23 試合番号 24

福村　亜実 22 - 20 橋村　羽奏 齊藤　とも江 21 - 17 赤澤　涼華

星野　雅 16 - 21 櫻井　優香 日野原　颯 14 - 21 遠藤　桐

鵠沼・神奈川 13 - 21 埼玉栄・埼　玉 淑徳巣鴨・東　京 14 - 21 甲斐清和・山　梨

試合番号 25 試合番号 26

鶴田　彩乃 15 - 21 石井　夢楓 今村　汐里 13 - 21 朝倉　ひより

渡辺　七海 12 - 21 小原　未空 藤田　希瑠々 14 - 21 近藤　ももな

関東第一・東　京 埼玉栄・埼　玉 西武台千葉・千　葉 共愛学園・群　馬

試合番号 27 試合番号 28

岡本　萌奈未 21 - 17 野村　優那 荒瀬　翠栞 10 - 21 堀口　菜月

竹澤　みなみ 21 - 16 松岡　美歩 櫻井　紗菜 16 - 21 小掠　鈴穏

西武台千葉・千　葉 埼玉栄・埼　玉 鵠沼・神奈川 淑徳巣鴨・東　京

準々決勝
試合番号 29 試合番号 30

中根　明日香 21 - 11 富山　紗帆 橋村　羽奏 16 - 21 赤澤　涼華

韮澤　百羽 21 - 16 百瀨　由梨 櫻井　優香 18 - 21 遠藤　桐

埼玉栄・埼　玉 茗溪学園・茨　城 埼玉栄・埼　玉 甲斐清和・山　梨

試合番号 31 試合番号 32

石井　夢楓 19 - 21 朝倉　ひより 岡本　萌奈未 21 - 9 堀口　菜月

小原　未空 21 - 13 近藤　ももな 竹澤　みなみ 21 - 12 小掠　鈴穏

埼玉栄・埼　玉 21 - 13 共愛学園・群　馬 西武台千葉・千　葉 淑徳巣鴨・東　京

準決勝
試合番号 33 試合番号 34

中根　明日香 22 - 24 赤澤　涼華 石井　夢楓 19 - 21 岡本　萌奈未

韮澤　百羽 21 - 13 遠藤　桐 小原　未空 18 - 21 竹澤　みなみ

埼玉栄・埼　玉 18 - 21 甲斐清和・山　梨 埼玉栄・埼　玉 西武台千葉・千　葉

決勝 3位決定戦
試合番号 35 試合番号

赤澤　涼華 9 - 21 岡本　萌奈未 中根　明日香 13 - 21 石井　夢楓

遠藤　桐 25 - 23 竹澤　みなみ 韮澤　百羽 11 - 21 小原　未空

甲斐清和・山　梨 13 - 21 西武台千葉・千　葉 埼玉栄・埼　玉 - 埼玉栄・埼　玉


