
名古屋市北スポーツセンター、名古屋市枇杷島スポーツセンター、

名古屋市守山スポーツセンター、名古屋市千種スポーツセンター、刈谷市体育館、

名古屋市緑スポーツセンター、ウィングアリーナ刈谷、豊橋市総合体育館

名古屋市体育館、名古屋市北スポーツセンター、ウィングアリーナ刈谷

名古屋市名東スポーツセンター、名古屋市稲永スポーツセンター、

名古屋市体育館、名古屋市天白スポーツセンター、豊橋市総合体育館

刈谷市体育館、豊川市総合体育館

雪のため中止（シングルスはベスト16進出までで大会日程終了）

順位

太田　圭吾 西塚　龍馬

細川　貴弘 蒔田　龍之介

榊原　樹 辻　孝介

関川　祐司 舩川　瞬

井手　賢勇 杉村　拓実

萩原　慎也 校條　景介

伊藤　央登 川島　颯斗

野田　岳志 酒井　翔規

深谷　拓未 北岡  直紀

押切　拓馬 柴田  一翔

角谷  聡太 直里　冬衣

米本  岳史 田中　達朗

原　陸人 國分　俊秀

下河邊　篤 岡部　智成

川村　優 藤田  泰地

成田　健人 小石川  竜也

服部　俊平 鳥居　京平

鈴木　達也 梶原　和人

新井　祐人 小林　修誠

新井　啓人 濵島　優

服部　和孝 高瀬　佑真

鈴木　元晟 榊原　暁登

黒田　憲佑 梶野　康平

松永　正義 石丸　翔

向井　哲平 髙橋　昴

小野　裕貴 藤田  絢也

柴田　峻佑 小松　海都

大見　竜也 近藤　史都

林口　圭 小池　一真

村上　優真 高山　智史

加藤　魁 石黒　顕大

佐藤　幸太 内海　裕介

参加数 398組 464組 625人 370人

岡崎城西

9 東邦 大府 服部　俊平 豊橋南 校條　景介 愛工名電

9 半田工業 旭丘 原　陸人 春日丘 岡部　智成

名経市邨

9 愛産三河 愛産三河 榊原　樹 星城 舩川　瞬 名経市邨

9 半田東 向陽 米本  岳史 東海 蒔田　龍之介

大府

9 名古屋 星城 辻丸　純平 半田東 松本　亮哉 愛工名電

9 向陽 阿久比 牧野　倫太郎 豊橋東 石黒　顕大

名経市邨

9 名古屋北 星城 萩原　慎也 桜丘 酒井　翔規 名経市邨

9 豊橋南 岡崎城西 細川　貴弘 名経市邨 川島　颯斗

向陽

5 大府東 東海 坂本　祥栄 愛工名電 小石川  竜也 東海

5 春日丘 岡崎城西 酒井　瑚大 名経市邨 髙橋　昴

名経市邨

5 東海 豊川 久高 理夢 岡崎城西 辻　孝介 名経市邨

5 大府 東海 夏目　結保 名経市邨 西塚　龍馬

岡崎城西

3 豊川 名経市邨 片平 悠斗 岡崎城西 國分　俊秀 岡崎城西

3 桜丘 愛工名電 太田　圭吾 名経市邨 梅田 悠太郎

名経市邨

2 星城 名経市邨 阿部 文哉 岡崎城西 青山　陸人 名経市邨

２年男子複 １年男子複 ２年男子単（ベスト16まで） １年男子単（ベスト16まで）

1 名経市邨 名経市邨 村瀬　康之介 名経市邨 中林　寛貴

平成28年度第52回愛知県高等学校学年別バドミントン大会（男子）

平成29年1月7日(土)

平成29年1月8日(日)

平成29年1月9日(月)

平成29年1月14日(土)



名古屋市北スポーツセンター、名古屋市枇杷島スポーツセンター、

名古屋市守山スポーツセンター、名古屋市千種スポーツセンター、刈谷市体育館、

名古屋市緑スポーツセンター、ウィングアリーナ刈谷、豊橋市総合体育館

名古屋市体育館、名古屋市北スポーツセンター、ウィングアリーナ刈谷

名古屋市名東スポーツセンター、名古屋市稲永スポーツセンター、

名古屋市体育館、名古屋市天白スポーツセンター、豊橋市総合体育館

刈谷市体育館、豊川市総合体育館

雪のため中止（ダブルスはベスト16進出までで大会日程終了）

順位

清田　芽生 酒井　すみれ

塩飽　真夕 池上　菜々子

宇佐見 紗玲愛 杉原　由姫

井本 千翔 石原　光

岸本　ひなた 大矢　柚菜

斎藤　麗菜 山崎　絢菜

藤井 美保里 岡本　葵

小笠原　瑞華 平澤　胡実

笠原 菜奈子 加藤　真奈美

松下 瑞季 棚瀬　茉亜奈

小山　未歩 下山　珠里

苅谷　有紗 柴原　奈子

佐藤　嘉乃 山本　優季

村松　亜里沙 中山　智絵

木村　菜緒 田島　有紀乃

旧井　沙耶花 林　恵衣

志賀　あおい 田中　渚彩

森　友美子 田中　優衣

藤綱　玲奈 佐久間　桜来

大城　憂奈 鈴木　優希

杉野  未歩 竹内　佳恋

西野　綾花 福嶋　沙彩

太田　遥 鈴木　尋捺

加賀谷　莉歩 江口　珠花

榊原　有記奈 田口　穂華

青山　由茉 平松　三奈

佐久間　璃子 桑原　望華

小田　朱莉 遠山　萌愛

古田　菜摘 松崎　朱音

生田　結 坂﨑　史侑

松下 衣織 伴　映里佳

柴田 純佳 山田　陽菜

参加数

成章

723人 437人 439組 503組

9 苅谷　有紗 修文女子 松崎　朱音 半田 成章

向陽

9 木村　菜緒 星城 伊藤　芽衣 天白 天白 半田

9 西野　綾花 愛工名電 田島　有紀乃 瑞陵 安城学園

椙山女学

9 舟橋　琴音 名経市邨 伊佐治　歩 修文女子 星城 星城

9 生田　結 天白 村井　美結 豊川 瑞陵

豊橋南

9 志賀　あおい 豊川 田口　穂華 星城 愛工名電 安城学園

9 笠原　菜奈子 豊川 中根　志緒里 岡崎学園 安城学園

瑞陵

9 佐久間　璃子 安城学園 片岡　杏 春日井西 豊川 春日井西

5 松下　瑞季 豊川 大矢　柚菜 名経市邨 星城

愛知淑徳

5 青山　ひかり 岡崎城西 平澤　胡実 愛工名電 豊橋商業 岡崎城西

5 小山　未歩 修文女子 棚瀬　茉亜奈 安城学園 修文女子

愛工名電

5 森　友美子 豊川 中山　智絵 岡崎城西 豊川 安城学園

3 杉野  未歩 愛工名電 岡本　葵 愛工名電 成章

星城

3 斎藤　麗菜 名経市邨 片山　葉月 岡崎城西 名経市邨 名経市邨

2 土田　玲菜 向陽 山本　優季 岡崎城西 岡崎城西

２年女子複（ベスト16まで） １年女子複（ベスト16まで）

1 旧井　沙耶花 星城 杉原　由姫 星城 名経市邨 名経市邨

平成29年1月8日(日)

平成29年1月9日(月)

平成29年1月14日(土)

２年女子単 １年女子単

平成28年度第52回愛知県高等学校学年別バドミントン大会（女子）

平成29年1月7日(土)


























































































































