
第６１回中部日本バドミントン選手権大会　 混合ダブルス 平成２０年１１月１５日～１６日（長野県長野市）

麻畠 優理子・別森 英司 (富山) 1────┐0 2┏━━━━6 二ツ柳 真理・上原 克士 (長野)
(3)┏━─┐1 0┌─━┛(5)

樋口 美恵子・山岸 隆久 (長野) 2──┐1 ┃ │ │ 0└────7 高原 あさみ・西尾 雅志 (岐阜)
(1)┏━━┛2 │ 0┃2 │

太田 里奈・山崎 正之 (長野) 3━━┛2 (7)┏━━──┗━━━━┓(8) 2┏━━ 8 塩原 美奈子・小松 英一 (長野)

┃ (9) ┃ 0┌─━┛(2)
二ツ柳 彩耶・二ツ柳 久穂 (長野) 4━━━━┓2 ┃ ┃ │ 0└── 9 守屋 かおる・橋爪 寿 (長野)

(4)┗━━┛2 2┗━━┓(6)
東 エミ・東 太郎 (三重) 5────┘1 2┗━━━━10 尾﨑 麻衣・尾﨑 弘一 (静岡)

女子ダブルス
小田 雪子・川出 笑子 (福井) 1─────┐0 2 1┌────4 矢嶋 邦子・増澤 金子 (長野)

(3)│ 2┃0 ┏━━┓(2)
長谷川 さつよ・佐々木 裕子(愛知) 2━━━━┓2 ┏━━━━┛──━━┛ 2┗━━━━5 市橋 幸美・中西 エミ子 (福井)

(1)┗━━┛2 (5) │(4)
山城 芳子・林 睦代 (静岡) 3────┘0 0└───── 6 末永 加代子・東海 美代子 (愛知)

男子ダブルス
山本 敏彦・寺崎 由雄 (福井) 1━━━━━┓2 2 2┏━━━━4 田口 信之・林 裕康 (岐阜)

(3)┃ 2┃0 ┏━━┛(2)
佐野 茂夫・田澤 武 (愛知) 2━━━━┓2 ┗━━━━┛──━━┛ 0└────5 比田 庄衛・田中 嘉昭 (福井)

(1)┗━─┘0 (5) │(4)
今井 隆幸・霜出 良隆 (岐阜) 3────┘0 0└───── 6 鈴木 勝美・山川 弘一 (愛知)

女子ダブルス
古館 典子・加藤 俊子 (長野) 1━━━━━┓2 2┃1 2┏━━━━━ 3 石川 澄香・佐藤 ひとみ (長野)

(1)┗━━━━┛──━━┛(2)
林 哲子・丹羽 とし子 (岐阜) 2─────┘0 (3) 1└───── 4 倉内 妙子・樺沢 奈保子 (新潟)

男子ダブルス
澤田 正夫・青山 忠雄 (愛知) 1━━━━━┓2 2┃0 0┌───── 4 下島 修・小倉 幸夫 (長野)

(2)┗━━━━┛──━━┓(3)
竹内 幹仁・西村 義明 (三重) 2━━━━┓2 │ (4) ┃

(1)┗━─┘0 2┗━━━━━ 5 吉川 寿春・橋村 義春 (愛知)
荒城 正巳・打江 達三 (岐阜) 3────┘1

女子ダブルス
田村 さとみ・松本 晶子 (新潟) 1━━━━━┓2 0┌────4 鈴木 美起・松原 真弓 (三重)

┃ 2┏━━┓(2)
┃ 2┃1 ┃ 2┗━━━━5 江口 悦子・山岸 美由紀 (長野)

(4)┗━━━━┛──━━┛(5)
谷坂 初江・原 春美 (長野) 2────┐1 │ (6) │ 0┌────6 大塚 真理・中村 一美 (長野)

(1)┏━─┘0 0└─━┓(3)
若槻 典子・青沼 みどり (長野) 3━━━━┛2 2┗━━━━7 丸山 美代子・麻田 陽子 (長野)

男子ダブルス
沖塚 孝久・盛林 稚多雄 (三重) 1────┐0 2┏━━━━6 大阪 哲嗣・近藤 祥夫 (愛知)

(4)┏━━┓2 1┌─━┛(6)
三浦 篤・北原 和人 (長野) 2──┐0 ┃ ┃ │ │ 2┏━━ 7 市瀬 均・有賀 和美 (長野)

(1)┏━━┛2 ┃ │ 0└─━┛(2)
降旗 克己・奥原 祐二 (長野) 3━━┛2 ┃ 1┃2 │ 0└── 8 小林 英毅・百瀬 剛 (長野)

(8)┗━━──┗━━━━┓(9)
小出 文生・南澤 浩幸 (長野) 4━━━━┓2 │ (10) ┃ 2┏━━ 9 成瀬 安昭・向山 義和 (福井)

(5)┗━─┘0 ┃ 0┌─━┛(3)
井上 哲也・植林 宏晃 (福井) 5────┘1 ┃ │ 1└──10 増田 昭・高橋 泰伸 (長野)

2┗━━┓(7)
2┗━━━━11 柏原 孝志・加藤 崇 (長野)

男子シングルス
渡辺 晃三 (新潟) 1────┐0 0┌────8 有賀 和美 (長野)

(6)┏━─┐0 0┌─━┓(8)
沖塚 孝久 (三重) 2──┐0 ┃ │ │ ┃ 0┌── 9 成瀬 安昭 (福井)

(1)┏━━┛2 │ │ 2┗━━┓(4)
市瀬 均 (長野) 3━━┛2 │ 0┃2 │ 2┗━━10 南澤 浩幸 (長野)

(10)┏━━──┗━━━━┓(11)
青山 忠雄 (愛知) 4━━┓2 ┃ (12) ┃ 2┏━━11 向山 義和 (福井)

(2)┗━━┓2 ┃ ┃ 0┌─━┛(5)
有賀 隆明 (長野) 5──┘0 ┃ ┃ ┃ │ 1└──12 石坂 彰 (長野)

(7)┗━━┛2 2┗━━┓(9)
石井 慎一 (長野) 6──┐0 │ 2┗━━━━13 東 太郎 (三重)

(3)┏━─┘0
植林 宏晃 (福井) 7━━┛2

女子ダブルス
倉島 政子・早戸 多美恵 (新潟) 1━━━━━┓2 2┏━━━━4 竹内 三奈子・石田 美香 (長野)

┃ 0┌─━┛(2)
┃ 0┃2 │ 0└────5 姜 　美帆・前田 紀恵 (三重)

(4)┗━━──┗━━━━┓(5)
平出 かおる・岩波 八重美 (長野) 2────┐0 │ (6) ┃ 1┌────6 黒河内 恵子・尾形 忍 (長野)

(1)┏━─┘0 2┗━━┓(3)
小嶋 由香・乙黒 麻里 (長野) 3━━━━┛2 2┗━━━━7 林 明日子・山崎 満里子 (福井)

男子ダブルス
小口 真澄・増田 尊幸 (長野) 1━━━━┓2

(2)┗━━┓2
中島 大成・古谷 礼幸 (長野) 2──┐1 │ ┃ 0┌────6 松下 晃久・小邑 昌久 (岐阜)

(1)┏━─┘0 ┃ 0┌─━┓(4)
小林 正幸・中村 彰彦 (長野) 3━━┛2 ┃ 1┃2 │ 2┗━━━━7 樋口 三明・捧 雄一 (長野)

(6)┗━━──┗━━━━┓(7)
平林 貴志・山本 英行 (長野) 4────┐1 │ (8) ┃ 0┌────8 酒井 聡史・水口 正敬 (長野)

(3)┏━─┘1 2┗━━┓(5)
太田 邦明・川尻 一雄 (長野) 5━━━━┛2 2┗━━━━9 小出 幸治・小宮山 聖文 (長野)

男子シングルス
濱田 直武 (福井) 1─────┐0 2┏━━━━4 平林 貴志 (長野)

(3)│ 1┃2 0┌─━┛(2)
山本 英行 (長野) 2────┐0 ┏━━──┗━━━━┓ 1└────5 木村 肇 (福井)

(1)┏━━┛2 (5) ┃(4)
小出 幸治 (長野) 3━━━━┛2 2┗━━━━━ 6 小宮山 聖文 (長野)
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