
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
初回審判

8:50
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9:00 BS 1 BS 2 BS 3 BS ４ BS ５ GS 1 GS 2 GS 3 GS 4 GS 5 GS 6
9:30 GS 7 GS 8 GS 9 GS 10 GS 11 BD １ BD ２ GD １ GD ２ GD ３ GD ４
10:00 GD ５ GD ６ GD ７ GD ８ GD ９ GD 10 GD 11 BS ６ BS ７ BS ８ BS ９
10:30 BS 10 BS 11 BS 12 BS 13 BS 14 BS 15 BS 16 BS 17 BS 18 BS 19 BS 20
11:00 BS 21 GS 12 GS 13 GS 14 GS 15 GS 16 GS 17 GS 18 GS 19 GS 20 GS 21
11:30 GS 22 GS 23 GS 24 GS 25 GS 26 GS 27 BD ３ BD ４ BD ５ BD ６ BD ７
12:00 BD ８ BD ９ BD 10 BD 11 BD 12 BD 13 BD 14 BD 15 BD 16 BD 17 BD 18
12:30 GD 12 GD 13 GD 14 GD 15 GD 16 GD 17 GD 18 GD 19 GD 20 GD 21 GD 22
13:00 GD 23 GD 24 GD 25 GD 26 BS 22 BS 23 BS 24 BS 25 BS 26 BS 27 BS 28
13:30 BS 29 GS 28 GS 29 GS 30 GS 31 GS 32 GS 33 GS 34 GS 35 BD 19 BD 20
14:00 BD 21 BD 22 BD 23 BD 24 BD 25 BD 26 GD 27 GD 28 GD 29 GD 30 GD 31
14:30 GD 32 GD 33 GD 34

1 2 3 4 5 6 7 8
9:00 BS 30 BS 31 BS 32 BS 33 GS 36 GS 37 GS 38 GS 39
10:00 BD 27 BD 28 BD 29 BD 30 GD 35 GD 36 GD 37 GD 38
11:00 BD① BD② BS① BS② GD① GD② GS① GS②
12:00 BD③ BD④ BS③ BS④ GD③ GD④ GS③ GS④
13:00 BD⑤ BD⑥ BS⑤ BS⑥ GD⑤ GD⑥ GS⑤ GS⑥
14:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8:00 前橋箱田中男 前橋元総社中 前橋東中 前橋芳賀中 前橋箱田中女 前橋一中 伊勢崎三中男 伊勢崎三中女 渋北吉岡中

8:10 太田城西中男 太田宝泉中 太田南中 太田GKA 太田尾島中 太田木崎中 太田東中 太田西中 太田城東中 太田城西中女 館林四中 館林一中
8:20 邑楽大北中男 邑楽邑楽中 邑楽板倉中男 邑楽千代田中男 邑楽大南中 邑楽板倉中女 邑楽大北中女 邑楽千代田中女 高崎八幡中男 高崎八幡中女

8:30 桐み笠懸中男 桐み相生中男 桐み桜木中男 桐み清流中 桐み笠懸南中 桐み笠懸中女 桐み桜木中女 桐み相生中女 桐み境野中 新島学園男 新島学園女

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8:00 伊勢崎 伊勢崎 伊勢崎 伊勢崎 邑楽 邑楽 邑楽 邑楽 邑楽 邑楽 邑楽 邑楽
8:10 太田 太田 太田 太田 太田 太田 太田 太田 太田 太田 太田 太田
8:20 桐生みどり 桐生みどり 桐生みどり 桐生みどり 桐生みどり 桐生みどり 桐生みどり 桐生みどり 桐生みどり 桐生みどり 桐生みどり 桐生みどり

8:30 前橋 前橋 前橋 前橋 前橋 前橋 前橋 前橋 前橋 館林 館林 館林
8:40 高崎 高崎 高崎 高崎 安中 安中 安中 藤岡 渋川北群馬 渋川北群馬 沼田 吾妻

1 2 3 4 5 6 7 8
8:30 BS 30 BS 31 BS 32 BS 33 GS 36 GS 37 GS 38 GS 39
8:40 BD 27 BD 28 BD 29 BD 30 GD 35 GD 36 GD 37 GD 38

※記号の見方 BT○○ 男子団体 GT○○ 女子団体 BS○○ 男子シングルス GS○○ 女子シングルス BD○○ 男子ダブルス GD○○ 女子ダブルス

※ タイムテーブルはあくまで予定であり，進行上時間やコートが変更になる場合がありますので，ご了承ください。

７月３０日（火）前橋宮城体育館　個人戦準々決勝・決勝リーグ 8:10～8:30 受付

閉　　会　　式

公 式 練 習 会 タイムテーブル
７月２８日（日）伊勢崎市民体育館　団体戦出場チーム

７月２９日（月）伊勢崎市民体育館　個人戦参加選手

７月３０日（火）前橋宮城体育館　個人戦準々決勝出場者

ＢＴ１９ ＧＴ２１
団体戦表彰式

７月２９日（月）伊勢崎市民体育館　個人戦１～３回戦（BS29・BD26・GS35・GD34まで）  7:30 開場　8:00～8:30 集合・受付

選手招集
・

補助員
待機場所

片付け・解散

ＢＴ１５ ＢＴ１６ ＧＴ２１
ＢＴ１７ ＢＴ１８ ＧＴ１９ ＧＴ２０

ＢＴ９ ＢＴ１２ ＧＴ１５ ＧＴ１６
ＧＴ１７ ＧＴ１８ ＢＴ１３ ＢＴ１４

ＧＴ１２ ＧＴ１４ ＢＴ６ ＢＴ７
ＢＴ１０ ＢＴ１１ ＢＴ５ ＢＴ８

ＢＴ３ ＢＴ４ ＧＴ８ ＧＴ１３
ＧＴ７ ＧＴ９ ＧＴ１０ ＧＴ１１

開　　会　　式
ＧＴ１ ＧＴ２ ＧＴ３ ＧＴ４
ＧＴ５ ＧＴ６ ＢＴ１ ＢＴ２

タ イ ム テ ー ブ ル
７月２８日（日）伊勢崎市民体育館　団体戦　7:30 開場　8:00～8:30 集合・受付　　8:30～監督者会議　監督会議終了後１回戦オーダー交換

笠懸中男子 相生中男子 城西中男子 大泉北中男子 宝泉中男子 邑楽中男子



(桐生みどり）

八幡中 (高崎）

相生中 (桐生みどり）

板倉中 (邑楽）

吉岡中 (渋川北群馬）

城西中 (太田）

千代田中 (邑楽）

東中 (前橋）

第一中 (館林）

西中 (太田）

三中 (伊勢崎佐波）

笠懸中 (桐生みどり）

箱田中 (前橋）

大泉北中 (邑楽）

城東中 (太田）

新島学園 (安中）

芳賀中 (前橋）

桜木中 (桐生みどり）

大泉南中 (邑楽）

東中 (太田）

第一中 (前橋）

元総社中 (前橋）

三中 (伊勢崎佐波）

城西中 (太田）

笠懸南中 (桐生みどり）

第四中 (館林）

笠懸中 (桐生みどり）

ぐんま国際 (太田）

尾島 (太田）

大泉北中 (邑楽）

箱田中 (前橋）

桜木中 (桐生みどり）

新島学園 (安中）

邑楽中 (邑楽）

南中 (太田）

2 4

清流中 (桐生みどり）

相生中 (桐生みどり）

8

6

10

板倉中 (邑楽）

八幡中 (高崎）

宝泉中 (太田）

14 16

2 13

令和元年７月２８日、２９日、３０日
2019年度 第54回 群馬県中学校総合体育大会　第41回バドミントン大会

会場　伊勢崎市民体育館、前橋宮城体育館

16

18

3

15

17

8 5

14

12

19

9 21 20

女子団体

7 11

木崎中 (太田）

境野中

1 4

12

6 10

17 18

19

7 11

男子団体

5 9

1 3

13 15千代田中 (邑楽）



②

⑥ ④

順位

① ③ ⑤

順位決定リーグ
氏名 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 勝敗

2019年度 第54回 群馬県中学校総合体育大会　第41回バドミントン大会
令和元年７月２８日、２９日、３０日

会場　伊勢崎市民体育館、前橋宮城体育館

男子シングルス

大島 康世委 (太･藪塚本町）

小林 蒼暉 (高･八幡）

小島 陸 (桐み･相生） 14

1 小川 真生 (前･共愛）

青木 拓真 (高･八幡）

関谷 琥珀 (太･南）

石原 雅大 (前･第七）

7 奥間 蒼 (太･旭）

山田 竣哉 (吾･中之条） 30

須藤 大翔 (邑･大泉北）

8 田島 聖那 (館･第四）

谷口 奨 (太･城西） 16

23 松島 勇海

大澤 珀斗 (桐み･相生） 27

9 丸山 空斗 (桐み･清流）

柴﨑 友汰 (伊･あずま） 17

高松 佑真 (桐み･境野）

10 並里 璃王 (伊･第三）

酒巻 裕亮

栗原 和輝 (太･城西） 28

小倉 海斗 (桐み･相生）

荻原 大輝 (高･八幡） 19

11 (前･箱田）

佐瀬 龍之介 (安･新島）

31 33 土屋 大輔 (渋北･吉岡）

麥倉 豪太 (邑･邑楽） 20

中村 優輝 (邑･大泉北）

金井 良樹 (太･尾島）

29 佐藤 優真 (太･藪塚本町）

冨田 雄斗 (前･箱田） 25

黒澤 永世 (藤岡･北）

中村 優吾 (館･第四） 21

13 渡邊 悠斗 (桐み･相生）

日野 颯人

6

22 4

26

15

32 (邑･大泉北）

牛島 大翔

(邑･邑楽南） 18

2 木村 佳誠

24

(太･ぐんま国際）

(太･尾島）

(安･新島）

樵  歩夢

12

5

(太･城西）

D

C

B

A

糸田 拓真

3



②

⑥ ④

順位

① ③ ⑤

氏名 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 勝敗

2019年度 第54回 群馬県中学校総合体育大会　第41回バドミントン大会
令和元年７月２８日、２９日、３０日

会場　伊勢崎市民体育館、前橋宮城体育館

女子シングルス

柏瀬 倫佳 (桐み･桜木）

順位決定リーグ

朝倉 ひより (桐み･新里） 20

12 中村 風花 (邑･大泉南）

伊藤 れり (館･第一） 6

1 32 青山 芽以 (太･東）

天笠 夏希 (太･宝泉） 28

吉岡 留奈 (高･大類）

小林 希成 (伊･赤堀） 21

13 川上  茜 (前･第三）

山口 来実 (前･第一） 38

36 神尾 茜 (伊･第三）

内藤 花帆 (安･新島） 22

14 周藤 花音 (桐み･境野）

石川 心彩 (邑･大泉北） 7

2 髙野 綾理 (太･藪塚本町）

成田 柚 (桐み･境野） 33

29 福田 彩乃 (前･第七）

山岡 奈菜 (高･中等）

(渋北･吉岡）

伊与久 真由 (前･箱田） 23

15 河上 莉央 (邑･大泉北）

荻原 玲衣 (太･綿打）

古澤 菜々

8

3 澁川 桧依

(桐み･清流）

櫻井 姫花 (桐み･中央） 24

16 吉田 小雪 (前･元総社）

松本  涼 (邑･板倉） 9

4 小原 莉奈 (太･強戸）

鈴木 彩瑛 (前･第一） 30 34

田村 萌々花 (伊･四ﾂ葉）

髙田 彩夏

千葉 早也佳 (安･新島）

齋藤 怜那 (沼･沼田西） 25

37 菅沼 優 (館･第一）

松井 唯凛 (渋北･吉岡） 39

18 小澤 沙綺 (太･尾島）

大沢 真結 (太･旭） 26

橋本 美空 (邑･邑楽）

田村 穂乃香 (前･東） 31

5 35 丸山 璃緒 (高･佐野）

青木 結菜

柏瀬 百音 (桐み･桜木）

大村 悠花 (高･中等） 27

近藤 ももな (前･芳賀）

D

C

B

A

(桐み･境野） 11

19

(太･城西） 10

17



北島 大輝 木戸 一気

田山 瑛士 大豆生田 世成

福田  錬 宇田 健心

松田 拓晃 瀧 祐斗

齊田 明日輝 古宇田 龍勢

若林 広樹 和氣 涼佑

白石 琢人 松本 大紀

池田 藍人 加藤 慎隆

山中 智喜 福井 陽翔

関 大翔 荻野 泰成

髙山 悠良輝 渡邉 琥夢

深江 昂世 小山 智成

井上 祐伸 田中 悠翔

福田 爽人 峯岸 大耀

鈴木 裕貴 宮寺  空

加藤 友太朗 蓮見 昌吾

桒原 健人 中條 朋輝

岡本 創一朗 関本 陸斗

須藤 陽太 井上 駿

冨沢 修斗 島田 渉夢

寺島 凌太 岩井田 陸

中島 颯紀 阿部 瑛

工藤 堂我 堀越 翔

清水 一貴 横内 駿

茂木 涼介 石黒 秀明

吉田 学 小島 琉生

寺山 優波 小林 想良輝

上田 寿一 深沢 翔太

箕輪 省吾 深谷 桃司

長谷川 雄政 遠藤 昂河

川田 翔太 正田 航輝

根岸 昴大 堀越 真斗

堀越 敬人 髙橋 弥真土

川村 詩恩 岩﨑 巧真松本 祐

②

⑥ ④

勝敗 順位

① ③ ⑤

男子ダブルス

氏名 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

8

(伊･あずま）

(館･第四）

3 11

(邑･明和）

順位決定リーグ

(太･木崎）

12

(安･新島） (前･元総社）

4

2019年度 第54回 群馬県中学校総合体育大会　第41回バドミントン大会
令和元年７月２８日、２９日、３０日

会場　伊勢崎市民体育館、前橋宮城体育館

(桐み･桜木） (桐み･笠懸）

(高･中等） (桐み･清流）

5 24

(邑･邑楽）

(邑･大泉北）

1 23

(前･共愛） 19

(太･ぐんま国際） (邑･板倉）

6

(桐み･笠懸南） (前･箱田）

29

(太･東） 27 (太･城西）

13

(桐み･笠懸） (太･南）

7 25

(太･尾島） (桐み･清流）

21 16

(前･箱田） (安･新島）

(館･第四） 30 (邑･邑楽）

28 17

(太･宝泉） (高･八幡）

9

(桐み･清流） 26

(邑･邑楽南） (太･太田）

10 18

(伊･第三） (桐み･笠懸）

D

C

B

A

22 2

20 14

15



木村 安寿 岡﨑 瑠那

髙野 舞 鹿沼 万由子

落合 杏華里 原田 美怜杏

唐澤 愛実 高橋 優那

櫻井 心叶彩 神宮 美来

渡辺 日莉 尾花 有紀

中川 花菜 戸崎 夕寧

武田 詩乃 内藤 咲

石原 愛花 岩野 桃香

梅山 乃愛 北野 有紗

外所 千果 荻原 莉菜

清水 甫乃佳 根津 七菜

小林 莉緒 新井 愛心

吉澤 陽音 大田 まなみ

小池 妃奈 田村 萌絵
五十嵐 ここね 春山 璃音

植木 晴菜 須永 有美

金子 天音 岡部 綾音

君島 歩実 早野 千尋

柴﨑 紀良梨 早野 芽依

山田 瑞季 佐藤 杏菜

中村 莉菜 柳井 媛順

石岡 晶 田村 玲利亜

齋藤 玲奈 泉田 美沙

松本 蒼衣 桑子 空彩

石原 妃莉 粕川 桃愛

加藤 杏梨 神尾 実希

荒井 優実 松村 桃果

横山 実来 中澤 莉子

萩原 蒼 石山 愛佳音

森田 淳碧羽 根岸 愛理紗

小林 杏美 村田 愛星

神沢 桜花 齊藤 友香

大澤 柚香 大里 碧依

髙橋 采那 佐瀬 菜々美

宮寺 雪乃 志原 彩南

平岩 真奈 金井 愛莉

大石 麻矢 須田 埜衣瑠

菅家 詩音 太田 雪絵

小縣 咲輝 武田 華

谷田部 陽菜 今泉 彩香

今井 颯姫 柳原 乙女路 爽

②

⑥ ④

Ｃ Ｄ 勝敗 順位

① ③ ⑤

2019年度 第54回 群馬県中学校総合体育大会　第41回バドミントン大会
令和元年７月２８日、２９日、３０日

会場　伊勢崎市民体育館、前橋宮城体育館

1 6

女子ダブルス

順位決定リーグ
氏名 Ａ Ｂ

(桐み･笠懸） (前･東）

11 19

(渋北･吉岡） (安･新島）

(伊･第三） 27 31 (高･大類）

(太･西） (桐み･川内）

12 20

(前･東） (太･東）

35 37

(高･八幡） (館･第四）

13 21

(桐み･笠懸） (前･東）

2

(前･みずき）

28 7

(桐み･笠懸） (桐み･笠懸）

3 22

(邑･千代田） (邑･大泉南）

(前･芳賀）

14

(太･城西） (前･箱田）

23

(太･木崎） (邑･明和）

15

(伊･四ﾂ葉） (邑･大泉南）

17

8

(桐み･笠懸） (太･城東）

4 33

(館･第一） 29

5 10

(太･東）

(桐み･境野）

16 24

(安･新島） (渋北･吉岡）

36 38

(桐み･笠懸） (桐み･相生）

D

25

(邑･板倉） (太･宝泉）

(前･第一） 30 34 (高･八幡）

C

B

A

(前･第三）

18 26

(伊･第三）

9

32 (太･木崎）



男子団体　選手名簿

監督

 コーチ

マネージャー

並木　裕司 中條　朋輝 関本　陸斗 冨田　雄斗 工藤　堂我 清水　一貴 神垣　優斗 樵　歩夢

小林　敏夫

関　奏汰

霞　友姫 松本　大紀 加藤　慎隆 笹澤　正汰 白石　尚輝 横室　琢磨 富永　未来人 都丸　貴博

松岡　ひとみ

岩崎　有香 荻原　大輝 小林　蒼暉 青木　拓真 小林　想良輝 深沢　翔太 芹澤　柊哉 麓　海吏也

髙瀬　弘和

浅井　裕子

岸田　典子 髙橋　弥真土 岩﨑　巧真 木戸　一気 大豆生田　世成 須藤　陽太 冨沢　修斗

佐藤　拓哉

髙田　晃 大澤　珀斗 鈴木　裕惺 奥口　海琉 渡邊　悠斗 小倉　海斗 小島　陸 但木　朔也

板橋　ひとみ

原　　英樹 北島　大輝 田山　瑛士 髙橋　誠也 中里　草太 佐藤　航希 小林　礼樹 富岡　陸

北島　宏之

北島　知子 箕輪　省吾 長谷川　雄政 渡邉　琥夢 丸山　空斗 小山　智成 岩井田　陸 阿部　瑛

西巻　育夫

奈良　知恵

村岡　理恵 桒原　健人 岡本　創一朗 赤石　洸人 藤生　悠吾 加藤　巧大 木村　颯斗

石川　栄寿

長岡　利江 上岡　巧人 上村　悠太 福本　朔也 杉田　大和 並里　璃王 堀越　敬人 川村　詩恩

伊藤　大貴

富田　直哉 日野　颯人 福井　陽翔 栗原　和輝 荻野　泰成 谷口　奨 茂木　春日 山本　志真

高木　則子 上田　寿一 陳 　 達也 寺山　優波 藤生　悠吏 若林　憂汰 石澤　彪真 田島　壱都

井上　泰都

齋藤　佑 井上　駿 島田　渉夢 白﨑　啓太 坂田　博紀 伊藤　真明 大河内　莉輝 佐藤　碧汰

富岡　裕

吉田　慎吾 新井　旺佑 伊澤　悠 加藤　友太朗 神澤　光太朗 木村　佳誠 鈴木　裕貴 松浦　光希

三ツ橋　義伸

栗原　恒夫

濵野　哲也 牛島　大翔 寺島　凌太 金井　良樹 中島　颯紀 山中　雄仁 松浦　歩 栗原　隆一郎

河内　千晶

重田　優一 中村　優吾 茂木　涼介 深谷　桃司 遠藤　昂河 樋口　海斗 吉田　学 田島　聖那

大杉　芳雄

川端　沙季

大沢　彩嘉 堀越　翔 松島　勇海 横内　駿 白石　琢人 池田　藍人 本海　雄大 佐瀬　龍之介

田中　茂

麻生　周汰

八木　宏文 糸田　拓真 宇田　健心 瀧　祐斗 中村　優輝 須藤　大翔 河上　悠大

齋藤　尚仁

三浦　竣介

檜垣　堅也 麥倉　豪太 石黒　秀明 小島　琉生 井上　祐伸 細谷　楓雅 福田　爽人 大朏　愛斗

石黒　正明

青木　玲依奈

田口　　誠 宮寺　　空 蓮見　昌吾 澤田　陽斗 宮内　　悠 金村　朱羅 森田　康介 永野　新大

栗原　芳和

星野　哲也 坂本　魁 阿部　竜弥 坂上　諒 金子　大起 関根　柊生 関根　楓斗 寺島　涼

川島　宏文

19 板倉町立板倉中学校

20 千代田町立千代田中学校

16 新島学園中学校

17 大泉町立北中学校

18 邑楽町立邑楽中学校

13 ぐんま国際アカデミー中等部

14 太田市立尾島中学校

15 館林市立第四中学校

10 太田市立城西中学校

11 太田市立宝泉中学校

12 太田市立南中学校

7 桐生市立清流中学校

8 みどり市立笠懸南中学校

9 伊勢崎市立第三中学校

4 みどり市立笠懸中学校

5 桐生市立相生中学校

6 桐生市立桜木中学校

選手７

1 前橋市立箱田中学校

2 前橋市立元総社中学校

3 高崎市立八幡中学校

2019年度　第54回群馬県中学校総合体育大会　第41回バドミントン大会
2019.07.28～07.30

伊勢崎市民体育館、前橋宮城体育館

団　体 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６



2019年度　第54回群馬県中学校総合体育大会　第41回バドミントン大会
2019.07.28～07.30

伊勢崎市民体育館、前橋宮城体育館

女子団体　選手名簿

監督

 コーチ

マネージャー

金子　朋裕 鹿沼　万由子 岡﨑　瑠那 梅山　乃愛 田村　穂乃香 石原　愛花 大田　まなみ 新井　愛心

角田　優那

天川　学 近藤　ももな 横山　実来 萩原　蒼 角田　みなみ 籠　春華 大澤　莉子 元橋　和奏

鈴木　彰二

内田　修一

髙橋　麻美 佐藤　杏菜 清水　彩夏 関口　優来 石井　清美 阿部　彩音 長井　彩花 柳井　媛順

小林　敏夫

野口　優実

野島　和子 鈴木　彩瑛 溝井　彩乃 平岩　真奈 大石　麻矢 金谷　のどか 酒井　美空 山口　来実

齋藤　正道

飯田　梨沙

岩崎　有香 外所　千果 清水　甫乃佳 金井　愛莉 松原　桃香 中野　瑚子 須田　埜衣瑠 髙瀬　安加梨

髙瀬　弘和

浅井　裕子

岸田　典子 木村　安寿 髙野　舞 谷田部　陽菜 今井　颯姫 松本　蒼衣 植木　晴菜

佐藤　拓哉

原　　英樹 安孫子　楓 柏瀬　倫佳 小林　莉子 見城　玲那 柏瀬　百音 野口　真歩 新井　結月

北島　宏之

髙田　晃 今泉　彩香 柳原　乙女 狩谷　結音 鈴木　琉希 川島　琉愛 新井　李々佳 押田　羅樹

板橋　ひとみ

後閑　二郎 周藤　花音 中澤　莉子 石山　愛佳音 石川　純羽 清水　彩里 成田　柚 青木　結菜

藤澤　智

関口　宏高

松下　広宙 櫻井　心叶彩 星野　沙采 渡辺　日莉 柳　智華 神尾　茜 神尾　実希 松村　桃果

伊藤　大貴

米澤　文吾 田村　萌絵 齋藤　玲奈 森村　萌衣 石岡　晶 春山　璃音 栗原　愛奈 和田　朋乃果

石岡　佳世子

佐藤　伸宏

髙山　篤志 岩野　桃香 北野　有紗 青山　芽以 田村　彩純 渡部　颯紀 廣瀨　結菜 小縣　咲輝

久間田　豪

金井　晴海

針谷　瑞希 中川　花菜 武田　詩乃 川村　遥奈 今井　　凛 青木　美颯 生田　琴乃 山口　珠璃

石井　ゆきの

木村　友彦 桑子　空彩 粕川　桃愛 大竹　彩羽 松山　紗弥 栗原　凜 田部井　咲樹 高木　美静

渡邉　咲子

小暮　菜穂 山田　瑞季 髙田　彩夏 中村　莉菜 小川　真央 保住　葵 須藤　千聡 篠原　美優

髙田　直紀 岩﨑　望 菅沼　優 伊藤　れり 石川　美麗 加藤　杏梨 飯野　朱音 荒井　優実

髙栁　智之

石田　貴美恵

米沢　綾乃 松井　唯凛 村田　愛星 落合　杏華里 唐澤　愛実 根岸　愛理紗 柳澤　茉朋 澁川　桧依

大須賀　正樹

渡邉　光 内藤　花帆 小林　杏美 千葉　早也佳 森田　淳碧羽 原田　美怜杏 高橋　優那 大前　佳令

大沢　彩嘉

黛　乃杏

早川　桃代 早野　千尋 佐藤　光莉 松井　沙弥香 齊藤　友香 野口　紗希 早野　芽依 大里　碧依

間々田　知子

永井　快斗

梅澤　由起子 松本　　涼 金谷　真里奈 髙橋　采那 宮寺　雪乃 青木　麻梨愛 宮内　陽菜 川嶋　　藍

仲井　ゆうり

木村　智津子 平野　利佳 石川　心彩 太田　七海 塚本　彩花 谷岡　桃果 岡田　梨央 河上　莉央

齋藤　尚仁

三浦　竣介

中村　悠紀 君島　歩実 増田　美月 井口　瑞那 根岸　愛花 松澤　夏海 柴﨑　紀良梨 大橋　唯

川島　宏文

22 千代田町立千代田中学校

19 大泉町立南中学校

20 板倉町立板倉中学校

21 大泉町立北中学校

16 館林市立第一中学校

17 吉岡町立吉岡中学校

18 新島学園中学校

13 太田市立西中学校

14 太田市立城東中学校

15 太田市立城西中学校

10 伊勢崎市立第三中学校

11 太田市立木崎中学校

12 太田市立東中学校

7 桐生市立桜木中学校

8 桐生市立相生中学校

9 桐生市立境野中学校

4 前橋市立第一中学校

5 高崎市立八幡中学校

6 みどり市立笠懸中学校

1 前橋市立東中学校

2 前橋市立芳賀中学校

3 前橋市立箱田中学校

選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６ 選手７団　体 選手１



郡市名 郡市順位 学校名 選手名 郡市名 郡市順位 学校名 選手名
1 箱田中 樵　　歩夢 1 芳賀中 近藤　ももな

2 第七中 石原　雅大 2 第三中 川上　　茜

3 箱田中 冨田　雄斗 3 第一中 山口　来実

4 共愛学園 小川　真生 4 第一中 鈴木　彩瑛

1 八幡中 小林 蒼暉 5 第七中 福田　彩乃

2 八幡中 荻原 大輝 6 東中 田村　穂乃香

3 八幡中 青木 拓真 7 元総社中 吉田　小雪

1 相生中 渡邊　悠斗 8 箱田中 伊与久　真由

2 境野中 高松　佑真 1 中央中等 大村 悠花

3 相生中 大澤　珀斗 2 大類中 吉岡 留奈

4 相生中 小倉　海斗 3 佐野中 丸山 璃緒

5 相生中 小島　陸 4 中央中等 山岡 奈菜

6 清流中 丸山　空斗 1 新里中 朝倉　ひより

1 第三中 並里　璃王 2 桜木中 柏瀬　倫佳

2 あずま中 柴﨑　友汰 3 中央中 櫻井　姫花

1 藪塚本町中 大島　康世委 4 清流中 古澤　菜々
2 城西中 日野　颯人 5 桜木中 柏瀬　百音

3 尾島中 牛島　大翔 6 境野中 成田　柚

4 旭中 奥間　蒼 7 境野中 周藤　花音

5 尾島中 金井　良樹 8 境野中 青木　結菜

6 ぐんま国際 木村　佳誠 1 第三中 神尾　茜

7 城西中 谷口　奨 2 赤堀中 小林　希成

8 南中 関谷　琥珀 3 四ツ葉学園 田村　萌々花

9 城西中 栗原　和輝 1 綿打中 荻原　玲衣

10 藪塚本町中 佐藤　優真 2 尾島中 小澤　沙綺

1 第四中 田島　聖那 3 藪塚本町中 髙野　綾理

2 第四中 中村　優吾 4 旭中 大沢　真結

渋川北群馬 1 吉岡中 土屋　大輔 5 強戸中 小原　莉奈

1 新島学園 佐瀬　龍之介 6 城西中 髙田　彩夏

2 新島学園 松島　勇海 7 東中 青山　芽以

1 大泉北中 須藤　大翔 8 宝泉中 天笠　夏希

2 邑楽中 麥倉　豪太 1 第一中 菅沼　優

3 大泉北中 糸田　拓真 2 第一中 伊藤　れり

4 大泉北中 中村　優輝 1 吉岡中 松井　唯凛

5 邑楽南中 酒巻　裕亮 2 吉岡中 澁川　桧依

藤岡 1 藤岡北中 黒沢　永世 1 新島学園 内藤　花帆

吾妻 1 中之条中 山田　竣哉 2 新島学園 千葉　早也佳

1 大泉北中 河上　莉央

2 板倉中 松本　　涼

3 邑楽中 橋本　美空

4 大泉北中 石川　心彩

5 大泉南中 中村　風花

沼田 1 沼田西中 齋藤　怜那

安中

邑楽

桐生
みどり

伊勢崎

太田

伊勢崎

太田

館林

安中

邑楽
館林

渋川
北群馬

2019年度　第54回群馬県中学校総合体育大会　第41回バドミントン大会
2019.07.28～07.30

伊勢崎市民体育館、前橋宮城体育館

男子シングルス 女子シングルス

前橋

前橋

高崎

桐生
みどり

高崎



郡市名 郡市順位 学校名 選手名 郡市名 郡市順位 学校名 選手名
1 箱田中 中條　朋輝 ・関本　陸斗 1 東中 岡﨑　瑠那・鹿沼　万由子

2 元総社中 松本　大紀・加藤　慎隆 2 箱田中 佐藤　杏菜・柳井　媛順

3 箱田中 工藤　堂我・清水　一貴 3 東中 石原　愛花・梅山　乃愛

4 共愛学園 齊田　明日輝・若林　広樹 4 芳賀中 横山　実来・萩原　蒼

1 中央中等 髙山 悠良輝・深江 昂世 5 東中 新井　愛心・大田　まなみ

2 八幡中 小林 想良輝・深沢 翔太 6 みずき中 小池　妃奈・五十嵐　ここね

1 桜木中 北島　大輝・田山　瑛士 7 第一中 平岩　真奈・大石　麻矢

2 笠懸中 髙橋　弥真土・岩﨑　巧真 8 第三中 太田　雪絵・武田　華

3 笠懸中 木戸　一気・大豆生田　世成 1 八幡中 外所 千果・清水 甫乃佳

4 笠懸中 須藤　陽太・冨沢　修斗 2 大類中 神宮 美来・尾花 有紀

5 笠懸南中 桒原　健人・岡本　創一朗 3 八幡中 金井 愛莉・須田 埜衣瑠

6 清流中 箕輪　省吾・長谷川　雄政 1 笠懸中 木村　安寿・髙野　舞 

7 清流中 渡邉　琥夢・小山　智成 2 相生中 今泉　彩香・柳原　乙女

8 清流中 岩井田　陸・阿部　瑛 3 笠懸中 谷田部　陽菜・今井　颯姫

1 第三中 堀越　敬人・川村　詩恩 4 川内中 戸崎　夕寧・内藤　咲

2 あずま中 田中　悠翔・峯岸　大耀 5 笠懸中 植木　晴菜・金子　天音

1 城西中 福井　陽翔・荻野　泰成 6 笠懸中 松本　蒼衣・石原　妃莉

2 宝泉中 寺山　優波・上田　寿一 7 笠懸中 須永　有美・岡部　綾音

3 東中 山中　智喜・関　大翔 8 笠懸中 小林　莉緒・吉澤　陽音

4 木崎中 古宇田　龍勢・和氣　涼佑 9 境野中 中澤　莉子・石山　愛佳音

5 ぐんま国際 鈴木　裕貴・加藤　友太朗 1 四ツ葉学園 神沢　桜花・大澤　柚香

6 南中 井上　駿・島田　渉夢 2 第三中 神尾　実希・松村　桃果

7 尾島中 寺島　凌太・中島　颯紀 3 第三中 櫻井　心叶彩・渡辺　日莉

8 太田中 正田　航輝・堀越　真斗 1 木崎中 石岡　晶・齋藤　玲奈

1 第四中 茂木　涼介・吉田　学 2 城西中 山田　瑞季・中村　莉菜

2 第四中 深谷　桃司・遠藤　昂河 3 東中 岩野　桃香・北野　有紗

1 新島学園 堀越　翔・横内　駿 4 西中 中川　花菜・武田　詩乃

2 新島学園 白石　琢人・池田　藍人 5 宝泉中 佐瀬　菜々美・志原　彩南

1 板倉中 宮寺　　空・蓮見　昌吾 6 城東中 桑子　空彩・粕川　桃愛

2 邑楽中 石黒　秀明・小島　琉生 7 木崎中 田村　萌絵・春山　璃音

3 邑楽中 井上　祐伸・福田　爽人 8 東中 菅家　詩音・小縣　咲輝

4 邑楽南中 川田　翔太・根岸　昴大 1 第四中 荻原　莉菜・根津　七菜

5 大泉北中 宇田　健心・瀧　祐斗 2 第一中 加藤　杏梨・荒井　優実

6 明和中 福田　　錬・松田　拓晃 1 吉岡中 根岸　愛理紗・村田　愛星

2 吉岡中 落合　杏華里・唐澤　愛実

1 新島学園 森田　淳碧羽・小林　杏美

2 新島学園 原田　美怜杏・高橋　優那

1 大泉南中 早野　千尋・早野　芽依

2 大泉南中 齊藤　友香・大里　碧依

3 板倉中 髙橋　采那・宮寺　雪乃

4 明和中 田村　玲利亜・泉田　美沙

5 千代田中 君島　歩実・柴﨑　紀良梨
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2019年度　第54回群馬県中学校総合体育大会　第41回バドミントン大会
2019.07.28～07.30

伊勢崎市民体育館、前橋宮城体育館

男子ダブルス 女子ダブルス
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