
1 山﨑  広一･中村 祐介 (高山体協･信陽食品) ━━━━━━┓2  2┏━━━━━━16 小町谷 輝･伊東 健治 (駒ヶ根市)
(14)┗━━━┓2  2┏━━━┛(18)

2 北山 智教･小林 正幸 (フェニックス) ──┐0 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　 0┌──17 田中 隆夫･松崎 克彦 (ダイバリー)
 (1)┏━──┘0 　　┃ 　┃　　 0└──━┓(8)

3 西澤 那智･衛藤 彰 (信州大学) ━━┛2 　　┃ 　┃　　  2┗━━18 小山 哲司･酒井 洋介 (塩尻体協)
(22)┗━━━┓2  2┏━━━┛(24)

4 龍野 友太･川窪 康夫 (ダイバリー) ──┐1 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　  2┏━━19 堀 重文･吉澤 茂喜 さつきク臥龍会
 (2)┏━━━┓2 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　 2┏━━━┛(9)

5 柏原 孝志･加藤 崇 ｵﾘﾝﾊﾟｽ塩尻体協 ━━┛2 　　┃ 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　　┃　　 0└──20 武井 俊文･津金 敬樹 (下諏訪向陽OB)
(15)┗━──┘0 　　┃ 　┃　　 0└──━┛(19)

6 青木 慎一･市川 隼人 喜久盛ダイバリ ──┐0 　　│ 　　┃ 　┃　　 　│　　 2┏━━21 矢島 隆行･村井 貴光 (プレストン)
 (3)┏━──┘1 　　┃ 　┃　　  0└──━┛(10)

7 菊池 彰良･小坂 崇 (スワクラブ) ━━┛2 　　┃ 0 ┃ 2 　┃　　  1└──22 羽田 大介･篠原 研司 喜久盛A佐久
(26)┗━─┗━ ━┛(27)

8 吉野 泰正･岩垂 潤 シバウラ塩尻体協 ━━┓2 　　│ (28) 　│　　  0┌──23 小出 幸治･太田 邦明 (さつきクラブ)
 (4)┗━━━┓2 　　│ 　│　　  1┌──━┓(11)

9 中沢 茂･三井 将志 (東桑クラブ) ──┘0 　　┃ 　　│ 　│　　 　│　　 2┗━━24 横山 明弘･田口 裕之 (信州大学)
(16)┗━──┐1 　　│ 　│　　 0┌──━┓(20)

10 丸山 和宏･川尻 一雄 さつきクﾄﾞｺﾓ ──┐1 　　│ 　　│ 　　│ 　│　　　│　　　┃　　 0┌──25 小口 浩司･捧 雄一 ヒロシエプソン
 (5)┏━──┘0 　　│ 　　│ 　│　　　│　　 2┗━━━┓(12)

11 村上 勝･平林 貴志 (フェニックス) ━━┛2 　　│ 　　│ 　│　　　│　　  2┗━━26 菅沼 雄一･上村 太介 喜久盛信大ク
(23)┏━──┘0  1└──━┓(25)

12 滝澤 忍･吉原 光一 (長野市) ━━┓2 　　┃ 　┃　　  0┌──27 権田 朗･樋口 三明 (エプソン)
 (6)┗━━━┓2 　　┃ 　┃　　 0┌──━┓(13)

13 阪口 巧･村田 宗央 (信州大学) ──┘1 　　┃ 　　┃ 　┃　　　│　　 2┗━━28 鳴澤 知弘･中村 貴啓 (喜久盛)
(17)┗━━━┛2  2┗━━━┓(21)

14 笠原 充貴･笠原 亮祐 (スワクラブ) ──┐0 　　│  2┗━━━━━━29 土屋 渡･五味 昭一 (シバウラ)
 (7)┏━──┘0

15 阿部 直樹･三浦 孝幸 (オール佐久) ━━┛2 
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1 山﨑  広一 (高山体協) ━━━━━━┓2  2┏━━16 篠原 研司 (オール佐久)
(16)┗━━━┓2  2┏━━━┛(8)

2 矢萩 岳志 (信大クラブ) ──┐0 　　│ 　　┃ 　┃　　 1└──17 小出 幸治 (さつきクラブ)
 (1)┏━──┘0 　　┃  2┏━━━┛(20)

3 土屋 渡 (シバウラ) ━━┛2 　　┃ 　┃　　　│　　 0┌──18 小山 哲司 (塩尻体協)
(24)┗━━━┓2 　┃　　 0└──━┓(9)

4 龍野 友太 (ダイバリー) ━━┓2 　　│ 　　┃ 　┃　　  2┗━━19 小野 幹雄 (フェニックス)
 (2)┗━━━┓2 　　│ 　　┃  0┌──━┛(26)

5 北山 智教 (フェニックス) ──┘0 　　┃ 　　│ 　　┃ 　│　　　│　　  2┏━━20 西澤 那智 (信州大学)
(17)┗━──┘0 　　┃ 　│　　　│　　 1┌──━┛(10)

6 小口 真澄 (プレストン) ━━┓2 　　│ 　　┃ 　│　　　│　　　│　　 0└──21 権田 朗 (エプソン)
 (3)┗━──┘0 　　┃ 　│　　 1└──━┓(21)

7 瀬口 賢一 (エプソン) ──┘0 　　┃ 0 ┃ 2 　│　　 　┃　　 0┌──22 三浦 孝幸 (オール佐久)
(28)┗━─┗━ ━┓(29)  2┗━━━┓(11)

8 阿部 直樹 (オール佐久) ━━┓2 　　│ (30) 　┃　　  2┗━━23 小山 智之 (臥龍会)
 (4)┗━━━┓2 　　│ 　┃　　

9 阪口 巧 (信州大学) ──┘0 　　┃ 　　│ 　┃　　  2┏━━24 五味 昭一 (シバウラ)
(18)┗━━━┓2 　　│ 　┃　　  2┏━━━┛(12)

10 堀 重文 (さつきクラブ) ──┐1 　　│ 　　┃ 　　│ 　┃　　 　┃　　 0└──25 村上 勝 (フェニックス)
 (5)┏━──┘1 　　┃ 　　│ 　┃　　 0┌──━┛(22)

11 鹿養 紘司 (竹村工業) ━━┛2 　　┃ 　　│ 　┃　　　│　　　│　　 0┌──26 上村 太介 (信大クラブ)
(25)┗━──┘0 　┃　　　│　　 0└──━┓(13)

12 吉原 光一 (長野市) ──┐0 　　│ 　┃　　　│　　  2┗━━27 滝澤 忍 (長野市)
 (6)┏━──┐0 　　│  2┗━━━┓(27)

13 伊東 健治 (駒ヶ根市) ━━┛2 　　│ 　　│ 　┃　　  2┏━━28 市川 隼人 (ダイバリー)
(19)┏━──┘0 　┃　　 0┌──━┛(14)

14 菅沼 雄一 (喜久盛) ──┐0 　　┃ 　┃　　　│　　 0└──29 竹内 徳喜 (長商クラブ)
 (7)┏━━━┛2  2┗━━━┓(23)

15 吉野 泰正 (シバウラ) ━━┛2 　┃　　 0┌──30 田口 裕之 (信州大学)
 2┗━━━┓(15)

 2┗━━31 小町谷 輝 (駒ヶ根市)

男子シングルス　試合結果

平成１７年度　第６０回国民体育大会バドミントン競技

長野県予選会（成年の部）
平成１７年６月１８日（土）～６月１９日（日）

池田町総合体育館



1 布目 沙矢香･味岡 真由美 住友信託東女体大 ━━━━━━┓2  2┏━━━━━━14 黒河内 恵子･荻原 直子 ﾌｪﾆｯｸｽﾗﾌﾞｵｰﾙ

(12)┗━━━┓2  2┏━━━┛(16)

2 清水 絵美･橋本 真代 (フェニックス) ━━┓2 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　 0┌──15 倉嶋 紗綾子･小野塚 直子 (信州大学)

 (1)┗━──┘0　　┃ 　┃　　 0└──━┓(6)

3 塚田 佐知子･竹田 由美 (小諸B.C．) ──┘0 　　┃ 　┃　　  2┗━━16 三浦 幸恵･飯島 恵子 (オール佐久)

(20)┗━━━┓2  2┏━━━┛(22)

4 中村 真希･鶴田 知恵子 (臥龍会) ━━┓2 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　  1┌──17 青島 祐子･矢部 舞 丸子町上田市

 (2)┗━━━┓2 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　 2┏━━━┓(7)

5 今井 美和･中村 あゆみ 信大ク臥龍会 ──┘0　　┃ 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　　┃　　 2┗━━18 西澤 佳美･折井 雅美 (更北バド)

(13)┗━──┘1　　┃ 　┃　　 0└──━┛(17)

6 篠塚 みなみ･刈屋 美穂子 (信州大学) ──┐0　　│ 　　┃ 　┃　　 　│　　 0┌──19 鈴木 里香･小林 裕子 (スワクラブ)

 (3)┏━──┘0 　　┃ 　┃　　  0└──━┓(8)

7 神津 和子･里見 かおる (スワクラブ) ━━┛2 　　┃ 2 ┃ 1 　┃　　  2┗━━20 加藤 絵梨･島田 美和子 (信州大学)

(24)┗━━┛─ ━┛(25)

8 斉藤 亜希･中島 里絵 (臥龍会) ━━━━━━┓2 　　│ (26) 　│　　  2┏━━21 土屋 文絵･羽田 直子 (小諸B.C．)

(14)┗━──┐1　　│ 　│　　  1┌──━┛(9)

9 三井 佐代子･中島 美知恵 A佐久臼田 ──┐0　　│ 　　│ 　　│ 　│　　 　│　　 0└──22 三井 由美子･中根 美也子 (ラブオール)

 (4)┏━──┘0　　│ 　　│ 　│　　 0┌──━┓(18)

10 浜野 みさ子･権田 ちなみ (土曜会) ━━┛2 　　│ 　　│ 　│　　　│　　　┃　　 2┏━━23 原 直美･竹内 佐愉里 (臥龍会)

(21)┏━──┘0 　│　　　│　　 2┗━━━┛(10)

11 須田 沙弥香･堀内 靖奈 (信州大学) ──┐0 　　┃ 　│　　　│　　  0└──24 駒井 京子･柏原 智美 親羽会松川体協

 (5)┏━──┐0　　┃  0└──━┓(23)

12 岸田 佳那･林 祥子 (ラブオール) ━━┛2 　　│ 　　┃ 　┃　　  1┌──25 中田 美穂･吉田 加恵 (諏訪市)

(15)┏━━━┛2 　┃　　 0┌──━┓(11)

13 中村 一美･武田 絢子 美羽ク信大ク ━━━━━━┛2 　┃　　　│　　 2┗━━26 金井 寿美江･伊藤 典子 (竹馬)

 2┗━━━┓(19)

 2┗━━━━━━27 柳澤 千織･込山 拡美 (臥龍会)
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1 布目 沙矢香 (住友信託銀行) ━━━━━━┓2  2┏━━━━━━13 矢部 舞 (上田市)
 (9)┗━━━┓2  1┌──━┛(13)

2 原 直美 (臥龍会) ──┐1 　　│ 　　┃ 　│　　　│　　 1┌──14 須田 沙弥香 (信州大学)
 (1)┏━──┘0 　　┃ 　│　　 1└──━┓(5)

3 飯島 恵子 (オール佐久) ━━┛2 　　┃ 　│　　  2┗━━15 中島 里絵 (臥龍会)
(17)┗━━━┓2  0┌──━┓(19)

4 折井 雅美 (更北バド) ━━┓2 　　│ 　　┃ 　│　　　┃　　  0┌──16 三浦 幸恵 (オール佐久)
 (2)┗━──┐1 　　│ 　　┃ 　│　　　┃　　 1┌──━┓(6)

5 堀内 靖奈 (信州大学) ──┘0 　　│ 　　│ 　　┃ 　│　　　┃　　　│　　 2┗━━17 竹内 佐愉里 (臥龍会)
(10)┏━──┘0 　　┃ 　│　　 2┗━━━┓(14)

6 武田 絢子 (信大クラブ) ━━━━━━┛2 　　┃ 2 ┃ 0 　│　　  2┗━━━━━━18 倉嶋 紗綾子 (信州大学)
(21)┗━━┛─ ━┓(22)

7 柳澤 千織 (臥龍会) ━━━━━━┓2 　　│ (23) 　┃　　  2┏━━━━━━19 清水 絵美 (フェニックス)
(11)┗━──┐0 　　│ 　┃　　 0┌──━┛(15)

8 刈屋 美穂子 (信州大学) ──┐0 　　│ 　　│ 　　│ 　┃　　　│　　　│　　 2┏━━20 渡辺 美沙子 (オール佐久)
 (3)┏━──┘1 　　│ 　　│ 　┃　　　│　　 0└──━┛(7)

9 青島 祐子 (丸子町) ━━┛2 　　│ 　　│ 　┃　　　│　　  1└──21 島田 美和子 (信州大学)
(18)┏━──┘0  2┗━━━┓(20)

10 加藤 絵梨 (信州大学) ━━┓2 　　┃ 　┃　　  2┏━━22 土屋 文絵 (小諸B.C．)
 (4)┗━──┐0 　　┃ 　┃　　 0┌──━┛(8)

11 高橋 いづみ (オール佐久) ──┘0 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　 0└──23 篠塚 みなみ (信州大学)
(12)┏━━━┛2  2┗━━━┓(16)

12 荻原 直子 (ラブオール) ━━━━━━┛2  2┗━━━━━━24 中村 真希 (臥龍会)
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