
各都道府県別、「選手割当て数」

（H27年度一般登録人数 × 3％)+基本数

（人） 

1 北海道 1 北海道 2,591 84 25 滋　賀 604 25

2 青　森 213 13 26 京　都 1,853 62

3 岩　手 518 22 27 大　阪 4,710 148

4 宮　城 1,663 56 28 兵　庫 2,908 94

5 秋　田 194 12 29 奈　良 1,026 37

6 山　形 612 25 30 和歌山 336 17

7 福　島 528 22 31 鳥　取 600 24

8 茨　城 906 34 32 島　根 266 14

9 栃　木 916 34 33 岡　山 541 23

10 群　馬 994 36 34 広　島 706 28

11 埼　玉 2,507 82 35 山　口 861 32

12 千　葉 2,562 83 36 香　川 1,549 53

13 東　京 4,737 149 37 徳　島 310 16

14 神奈川 3,751 119 38 愛　媛 64 8

15 山　梨 746 29 39 高　知 632 25

16 新　潟 2,953 95 40 福　岡 1,709 58

17 長　野 544 23 41 佐　賀 821 31

18 富　山 841 32 42 長　崎 1,487 51

19 石　川 1,856 62 43 熊　本 1,171 42

20 福　井 792 30 44 大　分 815 31

21 静　岡 886 33 45 宮　崎 340 17

23 三　重 1,008 37 46 鹿児島 405 19

24 岐　阜 1,013 37 47 沖　縄 224 13

＊ 開催地 22 愛　知 5,095 159

62,364 2,176
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第５８回全日本社会人バドミントン選手権大会　ランキング

種目 男子単 男子複 女子単 女子複 混合複
参加数 378 291 109 139 173

保木 卓朗 福万 尚子 園田 啓悟
小林 優吾 與猶 くるみ 福万 尚子

(東京) (富山) (東京) (熊本) (富山・熊本)
佐伯 祐行 栗原 文音 金子 祐樹
垰畑 亮太 篠谷 菜留 栗原 文音

(富山) (東京) (島根) (東京) (東京)
井上 拓斗 村山 祐美 垰畑 亮太
金子 祐樹 浦谷 夏未 東野 有紗

(神奈川) (東京) (東京) (秋田) (東京)
園田 啓悟 新玉 美郷 権藤 公平
下農 走 渡邉 あかね 廣田 彩花

(東京) (富山) (東京) (東京) (富山・熊本)
島田 大輝 川島 里羅 山東 亮太
竹内 義憲 尾﨑 沙織 久後 あすみ

(東京) (東京) (熊本) (東京) (和歌山・島根)
大嶋 一彰 星 千智 高階 知也
海野 祐樹 東野 有紗 江藤 理恵

(富山) (神奈川) (東京) (東京) (大阪・岐阜)
大越 泉 永原 和可那 井上 拓斗
星野 翔平 松本 麻佑 篠谷 菜留

(宮城) (東京) (東京) (秋田) (東京)
渡邊 達哉 久後 あすみ 伊東 克範
権藤 公平 横山 めぐみ 浦谷 夏未

(東京) (富山) (東京) (島根) (石川・秋田)

渡邉 あかね

星 千智

佐藤 冴香

漆﨑 真子

今別府 香里

大堀 彩

峰 歩美

川島 里羅

小野寺 裕介

下農 走

堀川 善生

佐藤 黎

2015/8/29-9/2　福岡県北九州市

５　位

優　勝

準優勝

３　位

坂井 一将

山口 容正

丸尾 亮太郎

竹内 宏気


