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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ません。

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ります。

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

 （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します。

 （７）　申し込み多数の場合、お断りすることがあります。

 （８）　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

 （９）　要項に記載なき事項は、本大会運営規定に準じることとします。

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

 （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して下さい。

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位決定戦を行います。申込みが少数の場合リーグ戦とすることがありま
す。

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 令和元年１２月１５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

競 技 規 則 （公財）日本バドミントン協会現行競技規則により行います。

男子ダブルス・女子ダブルスの個人戦　１部、２部、３部（４０代）、４部（５０代）、５部（６０代）　※年齢は大会当日

本大会の第４１回以降で、１，２部の入賞者が含まれる組は１部に出場すること。

※入賞実績は３位までとしますが、３位決定戦が行われなかった大会については、２位までとします。

   申込者数が少数の場合、その部を中止とすることがあります。

参 加 資 格 （１） 高校生以上とします。

参 加 費 １組  ３０００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

（２） 主審・線審が出来る方。試合後、次の試合で敗者は主審、勝者は線審となります。

　　　※ タイムテーブル１列目の試合は３列目の方（もしくは本部指名）にて主審・線審の協力をお願い致します。

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。

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

そ の 他  （１）　受付はタイムテーブルの １ 時間前までに終えること。５列目までの参加者は９時までに終えて下さい

 （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。

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

プログラム
　　　   公開

・１２月８日（日）頃より、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います。

賞状、賞品、入賞楯を授与します。

主管者一任とする。  組合せ会議 　１１月２６日(火)　午後６時３０分より、八王子市子安市民センター会議室 予定

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 ］

申 込 受 付 令和元年１０月２２日(火)１０時～１１月１８日(月)までとし、２部は男・女 各150組(名)程度までとします。

「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。

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。

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）

第４６回 八王子オープンダブルス バドミントン大会 開催要項



回 開催年

１　部 上原・和久田 尚美学園大学 篠塚 ・川村 東京工業大学 遠藤・金田 玉川大学

２　部 細木・安藤 東京工業大学 板橋・藤川 フリーク 海野・山口 リーブル

３　部 合田・柳川 田無軍団 豊泉・小川 コニカミノルタ･千葉 西沢・佐藤 リオン

４　部 池田・阿佐野 篠崎クラブ 芦澤 ・谷口 かえつ有明・八王子協会 吉田・高原 ふらいんぐととろ

５　部 萱沼・大石 河口湖ＢＣ 有賀・林 ＢＬＣ 栗田・中村 あすなろ

１　部 高崎・高原 明治大学 鈴木・佐川 明治大学 佐藤・関 リーブル

２　部 諸橋・塩崎 錦城学園高校 鈴木・平松 共栄学園高校 北地・青木 日本ウエルネス・東村山高

３　部 高原・山下 ふらいんぐととろ 石原・野口 八王子協会 篠原・倉重 立川・国分寺

４　部 吉田・田口 ＺＥＡＬ 今仲・花岡 篠崎クラブ･すてっぷ 田中・長谷川 Ｍ＆Ｍ

５　部 ※　成立せず 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　

１　部 金田・牧 玉川大学 篠塚 ・川村 東京工業大学 森下・竹内 西龍会

２　部 三好・辻村 トミカ 岸田・司山 もろちゃんず 池沢・小池 駒沢大・千葉大

３　部 河村・杉田 O．B．C 谷口・平兮 八王子協会・昭島 末永・橋爪 ジコチュウ

４　部 吉田・高原 ふらいんぐととろ 吉野・田頭 星河バドミントンクラブ 吉池・高島 八王子・青梅

５　部 阿佐野・池田 北小岩クラブ 大石・菅井 御殿場・フレームショット 諸石・片倉 ジコチュウ

１　部 谷澤・石原 日本橋女学館 有賀・遠山 淑徳巣鴨高校 久松・熊澤 淑徳巣鴨高校

２　部 白間・谷口 東京家政学院 馳川・久保田 東京家政学院 井上・川口 リーブル

３　部 高原・山下 ふらいんぐととろ 小田・永春 杉並・調布 秦　・大川内 IBC

４　部 小野・栗野 ユーバー 戸板・大谷 おいばね 高橋・髙橋 八王子

５　部 鈴木・塩路 ユーバー・F．M．C　　 向後・赤木 八王子クラブ 河合・須田 海老名フレンドシップ・LAP

１　部 内田・小池 所沢市 古屋・榎戸 山梨 赤堀・藤森 チームくるみ

池沢・井上 川崎市
小野寺・鈴木 トンペーOB
五十嵐・杉山 あきる野市･中央区
内田・金子 板橋

３　部 大田・土屋 ＮＴＴデータ･八王子 鈴木・榎本 ルディ 武田・中島 杉並･町田

４　部 吉田・高原 ふらいんぐととろ 小池・星野 八王子協会・八体 飯隈・佐藤 武蔵村山市･西東京市

５　部 池田・阿佐野 北小岩クラブ 浪岡・石原 土曜会 酒井・有賀 土曜会

１　部 遠山・有賀 ＴＳＳ 日野・柴田 浦和北高 藤本・石塚 作新学院大学

三上・小川 ＩＭＧＣ
渡邊・高田 鎌倉女子大学
首藤・関 都立翔陽高校
大島・太田 武蔵野大学

３　部 永春・小田 Ｒｏｒｄ ｕｐ 斉尾・藤森 渡辺自転車店・ＢＬＣ 鈴木・長澤 葛飾・新宿

４　部 春名・松岡 ＡＫＴ 須江・冨澤 八王子 福島・木城 アイボリー・シルキー

５　部 小林・武智 北小岩クラブ 大網・小野 ＺＥＲＯ 戸倉・須賀 スワンクラブ・ロビンクラブ

平成
27年

41
回

平成
26年

男
子

女
子

43
回

平成
28年

男
子

女
子

42
回

種　　目

チーム大学院生 田代・若山 関東一高瀬島・太田

第　１　位

八王子オープンダブルス バドミントン大会の記録 （過去５回大会）

リーブル

懸本・小池

第　２　位 第　３　位

関東一高

リーブル

栁澤・佐々木

ぽてるか
２　部

松田・岡本 吉田会 緑川・古田 浦和北高

チーム名は大会申し込み当時のものとする

阿部・齋木

喜屋武・河村
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回 開催年 種　　目 第　１　位

八王子オープンダブルス バドミントン大会の記録 （過去５回大会）

第　２　位 第　３　位

チーム名は大会申し込み当時のものとする

１　部 小口・佐野 リーブル 菊地・水迫 コニカミノルタ･八王子協会 篠塚・川村 チーム大学院生

多田・岡田 三田バード

倉根・徳永 ＭＯＩＣＨＩ

根立・森川 三春台クラブ

嶋田・伊藤 川口東高校

３　部 佐藤・山口 立川・調布 藤瀬・富田 調布・リオン 中島・武田 ４６年会

４　部 吉田・高原 浦和北高ＣＳ 澤田・村上 土曜会 豊泉・江連 コニカミノルタ

５　部 佐々木・石原 土曜会 藤野・内田 八王子 外川・大石 河口湖ＢＣ・ミドルズ

１　部 有賀・遠山 ｍｉｎ　ｍｉｎ 髙橋・小林 淑徳巣鴨高校 斎藤・熊沢 ＳＳＢＣ

小野・河合 荒スポ軍団

田中・岩田 八王子協会

加藤・豊田 川口東高校

関・関 翔陽高校

３　部 大畑・田中 レイアップ・フェニックス 中村・大川内 シープ・Ｔａｍａ７８ 岩﨑・鈴木 和光クラブ

４　部 石原・野口 八王子協会 鈴木・藤田 フラッペ・ルボラン 須江・冨澤 八王子市

５　部 小松・栗林 八王子協会・ふたば 佐藤・新田 西東京・白菊 山口・高橋 若草クラブ

１　部 野田・小室 (淑徳巣鴨高等学校) 溝口・江頭 (淑徳巣鴨高等学校) 小口・佐野 (リーブル･ほいっぷ)

２　部 重松・鈴木 (ＳＳＢＣ) 滝沢・山田 (ＹＡ☆ＫＯ☆Ｎ) 田中・松井 (たろいちろう)

３　部 久保・池内 (コニカミノルタ･立川市) 永田・森川 (あきる野市･相模原市) 山口・高橋 (やまさん)

４　部 石田・下野 (八王子協会) 山崎・星野 (圏央道ＢＣ) 飯隈・佐藤 (Ｄａｓｈ！)

５　部 阿佐野・池田 (ＫＢＣ) 外川・菅井 (河口湖ＢＳ･フレームショット) 有賀・家串 (ＢＬＣ･武蔵村山)

１　部 遠山・有賀 (ｍｉｎｍｉｎ) 神尾・飛渡 (小柳) 濱田・吉村 (長嶋ｃｈｉｌｄｒｅｎ)

２　部 八田・桑田 (チームＭＭ) 懸本・小池 (山梨市Ｊｒ．) 髙橋・小池 (狛江高校)

３　部 柴田・小原 (やまさん) 大島・北森 (ＥＸＣＥＬ･スリーファイブ) 藤森・斉尾 (ＢＬＣ･渡辺自転車店)

４　部 鈴木・野口 (渋谷区･八王子協会) 多田・藤田 (ペンギンズ) 磯・増田 (所沢木曜会)
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池沢・小口
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２　部

巻口・伊藤

石田・谷中

駒田・高松

昭島市・多摩市 大上・田中 東京家政学院

江戸川区 小森・丸山 調布市

龍羽団 板谷・井手野 ぼにょ

龍羽団 芝・千葉 浦和北高校
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