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東京都八王子市狭間町 1453番１ 電話  042-662-4880   京王高尾線狭間駅徒歩1分、ＪＲ中央線高尾駅徒歩15分
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電話での問い合わせには応じられない。

１８

 (3)　三多摩、都大会、全国大会等での実績により主管者が部を指定することがある。

 (4)　競技中の事故については、応急処置を行なうが、以後の責任は負わない。

 (5)　服装は、（公財）日本バドミントン協会現行競技規則に則ったものとする。

 (7)　問い合わせ先     八王子バドミントン協会  後藤隆史  （携）090-2334-5100　 Mail　tgoto317@cilas.net

        　　　　　 　　　　  八王子市バドミントン連盟事務局　木村敏子  （自）042-624-1486

 (8)　申し込み多数の場合、お断りすることがある。

 (9)　要項に記載なき事項は、本大会運営規定に準じる。

(10) 駐車場は有料、台数に限りがあり。(6時間30分を超えて1日最大500円)

主 催 八王子市バドミントン連盟

主 管 八王子バドミントン協会

後 援 読売新聞社

競 技 方 法 各種目とも原則としてトーナメント戦とし３位決定戦を行う。申込みが少数の場合リーグ戦とすることがある。

協 賛 ヨネックス株式会社、株式会社ゴーセン、ラケットショップフジ、ウインザーラケットショップ

日 時 ２０１９年２月１７日(日)　午前９時～午後９時３０分　（試合開始  午前９時３０分予定）

会 場 エスフォルタアリーナ八王子(八王子市総合体育館)　　メイン・サブアリーナ（２４面）

種 目 男子　１部、２部、３部（４０代）、４部（５０代）、５部（６０代）　／　　女子　１部、２部、３部（４０代）、４部（５０代）

 ただし、本大会の第２９回(平成２１年３月)以降で、１，２部の入賞者が含まれる組は１部とし、

第２８回大会(平成２０年２月)以前の大会入賞実績は問わない。

※入賞実績は３位までとするが、３位決定戦が行われなかった場合、２位までとする。

　 また３部、４部、５部の年齢別は大会当日の年齢とする。

　 申込者数が少数の場合、その部を中止とすることがある。

競 技 規 則 平成３０年4月１日現在の（公財）日本バドミントン協会現行競技規則による。

参 加 資 格 高校生以上とする。

参 加 費 １組（名）  ２，０００円　(傷害保険料を含む)

使用用器具 使用シャトル：（公財）日本バドミントン協会一種検定審査合格球

申 込 方 法 参加申込は以下のサイトからのみとなります。サイトでの手続きは 仮登録 までとなります。

パソコン、スマートフォン、タブレットからご利用いただけます。開始時はＡＭ１０：００からとなります。

申 込 受 付 ２０１８年１２月１８日(火)１０時～２０１９年１月２１日(月)までとし、２部は男・女 各150組程度までとする。

なります。 「本登録」が行われないと申し込みがキャンセルとなりますのでお気をつけ下さい。

「仮登録」の後、ラケットショップフジ各店、ウィンザーラケットショップ各店に参加費を持参して 「本登録」と

なお、参加費を持参出来ない場合は、「仮登録後」、下記宛、参加費をお振込み下さい。

【参加費振込先】　みずほ銀行　国分寺支店　普通　４４５０７６５　後藤隆史（ゴトウタカシ）

銀行振込の場合は、振込人名義に３桁の振込番号 + 代表者名をご指定ください。

　　例）　代表者名：山田太郎／振込番号：785　のとき　　　　振込人名義　［ 785ヤマダ タロウ ］

　　大会でようＮＥＴ　　　　http://www.taikaideyo.net/

メール、ＦＡＸ、郵送での受付は行っておりませんので、ご了承下さい。

組 合 せ

表 彰 男女１部の優勝組には読売新聞社優勝楯、その外の種目入賞者 （3位まで） には八王子市バドミントン連盟より

 (6)　チーム名、所属名はできるだけ品位のあるものにすること。　また、「フリー」や「一般」、「個人名」などでの名称では
　　　受け付けないので、名称が特定できない場合、居住地の地区名や地域名にすること。

 (1)　受付はタイムテーブルの1時間前までとするが、男子3,4,5部と女子1,3,4部は受付11時、試合開始12時予定とする。

主管者一任とする。  組合せ会議 　１月２５日(金)　午後６時３０分より　　八王子市台町市民センター会議室

そ の 他

 (2)　申込後のキャンセルは、締切日までに申込店にて行って下さい。以後の参加費の返戻は致しません。

プログラム
　　　　公開

２月１１日（月）より、フジ、ウインザーの各店頭およびフジのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて行う。

賞状、賞品、入賞楯を授与する。

第３９回 八王子オープンシングルス バドミントン大会 開催要項 



優勝 準優勝 第三位 優勝 準優勝 第三位

第２９回 １部 中島(信)(ＢＣモリタ） 若林(関西学院大学) 中村(ルディ) 岡渕(墨田区) 大石(淑徳巣鴨高校) 松村(青梅)

H21.3.20 ２部 藤上(帝京科学大学) 小野寺(錦城高校) 長谷川(東京薬科大) 淵上(杏林大学) 佐々木(錦城高校) 阿部(錦城高校)

３部 岡村(コニカミノルタ) 神谷(台東区) 後藤（八王子協会）

第30回 １部 小林(法政大学) 高階Ｊ(]ＥＲＯＭＥ) 柴原(ＪＥＲＯＭＥ) 山田(ﾀﾅﾖﾝｸﾗﾌﾞ) 堀内(ＤＳＲ) 小峰(ＤＳＲ)

H22.2.21 ２部 進藤(日本工業大学) 渡辺(ナベワタ) 岩崎(たらこ組) 辻澤(東洋大学) 近藤(足立区役所) 板垣(甲の原ｵﾘｰﾌﾞ)

３部 谷地舘(台東軍団) 正木(ホンダ) 渡辺(台東軍団)

４部 池田(ＢＬＣ) 木下(八王子八体) 有賀（ＢＬＣ）

第31回

第32回 １部 桜庭(明治大学) 西條(明治大学) 橋本(明治大学) 瀬川(明治大学) 白井(明治大学) 森　(明治大学)

H24.2.26 ２部 黒田(佐倉市) 岡田(川口フェニックス) 町田(ＳＣ) 岩元(片倉高校) 二村(錦城学園) 熊谷(片倉高校)

３部 小川(千葉県庁) 光永(渡辺自転車店) 奥出(三田倶楽部)

４部 神谷(台東軍団) 宮田(北上市協会) 山縣(ライオン)

第33回 １部 佐藤(明治大学) 中木(明治大学) 中村(明治大学) 伊藤(明治大学) 森(明治大学) 鈴木　(明治大学)

H25.2.24 ２部 川村(東京工業大) 乙訓(東村山高校) 森田(福生市) 高原(錦城学園) 深井(尚美学園大学) 松田(錦城高校)

３部 光永(渡辺自転車店) 塚田(台東軍団) 豊泉(コニカミノルタ)

４部 神谷(台東軍団) 山縣(ライオン) 小池(八王子協会)

第34回 山口(明治大学) 伊藤(明治大学)

小林(明治大学) 菊地(尚美学園大学)

H26.2.23 袖村(尚美学園大) 松本(一橋大BC)

辻村(東京学芸大) 深澤(錦城高校)

竹内(東芝) 多田(フォティ－ズ)

秋山(富士見ヶ丘BC) 岡村(桔梗)

石原(土曜会)

小池(八王子協会)

藤野(八王子協会)

中村(ふきのとう)

第35回 芦澤(実践学園) 後藤(明治大学)

森 　(新日鉄住金) 鈴木(明治大学)

H27.2.21 村越(芝浦工業大) 渡邉(東京家政学院)

速水(八王子) 平田(上智大バド部)

飯島(上智大バド部) 高橋(片倉高校)

杉山 (実践学園) 森 　(東京家政学院)

森田(東村山高校)

馬場(ヤノックス)

寺西(リオン)

皆嶋(上智大バド部)

佐藤(伊崎會) 松本(渡辺自転車店)

中島(渡辺自転車店) 斉尾(渡辺自転車店)

安田(ヤノックス)

橋本(コスモスクラブ)

向井(ＮＥＣ府中)

萱沼(河口湖ＢＣ)

多田(府中市)

４部 神谷(台東軍団) 山縣(ライオン)

５部 有賀(台東軍団) 浪岡(航空電子)

三好(伊東ワールド) 荒川(東村山高校)

３部 光永(渡辺自転車店) 齋藤(ＮＴＴデータ) 藤森(台東軍団)

２部 Ｂ 吉川(東京理科大) 西田(ＷＡＶＥ) 鈴木(共栄学園高校) 小野(台東軍団)

２部 Ｃ 齋藤(芝浦工業大) 岡元(ダックス)

２部 Ｄ

１部 高橋(東京経済大) 上原(尚美学園大) 森 　(明治大学) 柏原(尚美学園大)

２部 Ａ 河路(実践学園) 山村(ユダックマ) 白間(東京家政学院) 川﨑(首都大学東京)

４部 山縣(ライオン) 神谷(台東軍団)
※女子３部：４０歳以上の部として新設する

５部 有賀(台東軍団) 松井(和光クラブ)
※男子５部：６０歳以上の部として新設する

２部 細木(日野台高OB) 西山(尚美学園大) 北野(関東第一高校) 猪股(錦城学園)

３部 正木(Honda) 下野(八王子協会) 松本(渡辺自転車店) 斉尾(渡辺自転車店)

八王子オープンシングルス大会の記録　（過去１０回大会）

所属・チーム名は大会当時のものとする

回 種目
男    子    の    部 女    子    の    部

東日本大震災による電力制限のため中止とする

１部 高野(明治大学) 藤井(明治大学) 高原(明治大学) 久保(明治大学)

※男子４部：５０歳以上の部として新設する
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優勝 準優勝 第三位 優勝 準優勝 第三位

八王子オープンシングルス大会の記録　（過去１０回大会）

所属・チーム名は大会当時のものとする

回 種目
男    子    の    部 女    子    の    部

第36回 工藤(淑徳巣鴨) 稲澤(東海大学)

石原(足立区) 大橋(東海大学)

H28.2.21 村澤(実践学園) 杉本(かえつ有明)

西垣(東京都市大) 熊田(実践学園)

山田(実践学園) 平田(上智大学)

黒木(龍羽団) 鈴木(共栄学園)

津久井(八王子協会)

大島(立川高校)

松井(淑徳巣鴨)

大久保(淑徳巣鴨)

森本(ＴＥＦ) 松本(渡辺自転車店)

蓮池(多摩フロイデ) 藤森(荒スポ軍団)

石原(土曜会)

鈴木(荒スポ軍団)

萱沼(河口湖ＢＳ)

有賀(荒スポ軍団)

第37回 三上(調布市)

惣宇利(実践学園)

H29.2.19 重松(淑徳巣鴨) 平田(上智大学)

福嶋(上之郷Ｊｒ．) 古田(浦和北高)

松井(淑徳巣鴨)

今泉(リーブル)

第３８回 三上達也（龍羽団）

今橋篤彦（ケバブが好きな）

H30.2.18 鈴木亮平（ア・ラ・モード） 斎藤 怜奈（淑徳巣鴨高）

松田大地（デラマーヒーズ） 千葉 綾乃（浦和北高）

濱田志恩（浦和北高） 油井 言実（浦和北高）

杉下幸平（船橋市） 田中 陽菜乃（東京家政学院）

林 優斗（淑徳巣鴨高）

溝口 航平（淑徳巣鴨高）
本田 颯希（龍羽団） 山田 駿也（宮本Jｒ）

４部 正木 和久（ＭＢＣ）
中嶋 敏明
　（国立ＭＡＸ）

高原 慶秀
  （浦和北高C．S）

５部 石原 泰造（土曜会）
有賀 一秀
　（荒スポ軍団）

佐々木 昭孝
　　（インタノン）

藤森 美恵
　　（荒スポ軍団）

３部 蓮池 秀樹（アウルズ） 光永 暢宏（ＡＧ） 森尻 浩聡（ＭＢＣ）
斉尾 泰子
（渡辺自転車店）

北森 寛子
（スリーファイブ）

２部C

芝 涼香（浦和北高） 大上 朝佳（東京家政学院）

１部 青山天将(マロ)
知念隼人
（尚美学園大学）

小林 奈未
　（淑徳巣鴨高）

松下 桜良
　（淑徳巣鴨高）

髙橋 未羽
　（淑徳巣鴨高）

２部 Ａ
正木 裕
（尚美学園大学）

佐怒賀直仁
　　　（小平市）

米倉 瑚乃実
　（淑徳巣鴨高）

小川 凛（浦和北高）

２部 Ｂ
宮原亮太
　（三田バード）

加藤直樹
（東京濃厚大学）

鈴木(共栄学園)

２部 Ｂ 久世(上之郷Ｊｒ．) 阪手(実践学園)

小林(ＮＴＴデータ)

４部 高原(浦和北高ＣＦ) 齋藤(ＮＴＴデータ) 正木(Ｈｏｎｄａ)

５部 柳  (大向クラブ) 佐々木(インタノン) 有賀(荒スポ軍団)

３部 蓮池(アウルズ) 光永(渡辺自転車店) 猪瀬(Ｂ・Ｂ・Ｂ) 藤森(荒スポ軍団) 北森(スリーファイブ)

松井(文京区
バドミントン協会)

菊池(多摩)

３部 中島(渡辺自転車店) 光永(渡辺自転車店) 北森(スリーファイブ)

２部 Ａ 柳澤(リーブル) 佐々木(淑徳巣鴨) 田邉(浦和北高)

２部 Ｂ 鈴木(淑徳巣鴨) 下関(淑徳巣鴨) 両角(八王子実践)

１部 江越(淑徳巣鴨) 上原(尚美学園大) 高原(浦和北高ＣＦ)

木藪(ＫＷＣ)

２部 Ｃ 大津(フリーク) 上田(淑徳巣鴨)

２部 Ｄ 田中(フリーク) 野口(創価大学)

外間(尚美学園大) 髙橋(淑徳巣鴨)

斉尾(渡辺自転車店)

４部 神谷(荒スポ軍団) 正木(Ｈｏｎｄａ)

５部

１部 栗俣(東海大学) 牛川(淑徳巣鴨) 久松(淑徳巣鴨) 柏原(尚美学園大)

２部 Ａ 田中(淑徳巣鴨) 西田(昭島) 谷口(東京家政学院) 塩崎(錦城学園)
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