
平成 29 年度 第 27 回長野県中学校バドミントン春季選手権大会結果 
平成 29 年 4 月 29･30 日 

松本平広域公園総合体育館･大町市総合体育館 
男子シングルス A 
準決勝① 小椋 悠起(南木曽中)  2-0(21-15・21-6)  池上 智哉(高遠中) 
準決勝② 磯部 太志(野沢中)   0-2(19-21・20-22) 唐木 大地(伊那中) 
決勝   小椋 悠起(南木曽中)  2-0(21-5・23-21)  唐木 大地(伊那中) 
３位決定戦 池上 智哉(高遠中)  0-2(19-21・18-21) 磯部 太志(野沢中) 

 
１位 小椋 悠起(南木曽中)   ２位 唐木 大地(伊那中) 
３位 磯部 太志(野沢中)    ４位 池上 智哉(高遠中) 
※３、４位両名とも３位で表彰する 

 
男子シングルス B 
準決勝①  内河 柊介(長野東部中) 0-2(15-21・21-23) 森 優樹(南木曽中) 
準決勝②  三石 達万(南木曽中)  2-0(21-17・21-12) 伊藤 優太(北安松川中) 
決勝    森 優樹(南木曽中)   2-0(21-18・21-14) 三石 達万(南木曽中) 
３位決定戦 内河 柊介(長野東部中) 2-0(21-12・21-19) 伊藤 優太(北安松川中) 

 
１位 森 優樹(南木曽中)    ２位 三石 達万(南木曽中) 
３位 内河 柊介(長野東部中)  ４位 伊藤 優太(北安松川中) 
※３、４位両名とも３位で表彰する 

 
女子シングルス A 
準決勝①   赤須 佳奈(赤穂中) 2-0(21-10・21-16) 岩松 桃香(赤穂中) 
準決勝②   星沢 知歩(犀陵中) 2-1(21-13・16-21・21-12) 矢崎 綾菜(赤穂中) 
決勝     赤須 佳奈(赤穂中) 2-0(21-14・21-13) 星沢 知歩(犀陵中) 
３位決定戦  岩松 桃香(赤穂中) 0-2(10-21・12-21) 矢崎 綾菜(赤穂中) 

 
１位 赤須 佳奈(赤穂中)    ２位 星沢 知歩(犀陵中) 
３位 矢崎 綾菜(赤穂中)    ４位 岩松 桃香(赤穂中) 
※３、４位両名とも３位で表彰する 
 

女子シングルス B 
準決勝① 田中 舞(篠ノ井西中) 0-2(12-21・19-21) 小澤 梨恋(伊那中) 
準決勝➁ 水上 想世(篠ノ井西中) 2-1(13-21・21-17・21-19) 荻沼 由果梨(飯田東中) 
決勝   小澤 梨恋(伊那中)   0-2(19-21・8-21) 水上 想世(篠ノ井西中) 
３位決定戦 田中 舞(篠ノ井西中) 0-2(15-21・6-21) 荻沼 由果梨(飯田東中) 

 
１位 水上 想世(篠ノ井西中)    ２位 小澤 梨恋(伊那中) 
３位 荻沼 由果梨(飯田東中)    ４位 田中 舞(篠ノ井西中) 
※３、４位両名とも３位で表彰する 



男子ダブルス A 
準決勝① 北村 健太・八幡 燎平(赤穂中)2-0(21-14・23-21) 一柳 壯綱・澤口 飛馬(下條中) 
準決勝② 竹内 俊輔・吉原 大貴(北安松川中) 0-2(11-21・7-21) 小椋 悠起・垂見 純一(南木曽中) 
決勝   北村 健太・八幡 燎平(赤穂中)0-2(14-21・21-23)  小椋 悠起・垂見 純一(南木曽中) 
３位決定戦 一柳 壯綱・澤口 飛馬(下條中)0-2(19-21・22-24) 竹内 俊輔・吉原 大貴(北安松川中) 
１位 小椋 悠起・垂見 純一(南木曽中)   ２位 北村 健太・八幡 燎平(赤穂中) 
３位 竹内 俊輔・吉原 大貴(北安松川中)  ４位 一柳 壯綱・澤口 飛馬(下條中) 
※３、４位両名とも３位として表彰する 

 
男子ダブルス B 
準決勝① 唐木 大地・桐生 悠雅(伊那中)2-0(21-16・21-13) 森 優樹・三石 達万(南木曽中) 
準決勝② 丸山 祐宇・内河 柊介(長野東部中)2-0(21-16・21-10)伊藤 優太・花澤 璃恭(北安松川中) 
決勝   唐木 大地・桐生 悠雅(伊那中)0-2(13-21・24-26)  丸山 祐宇・内河 柊介(長野東部中) 
３位決定戦 森 優樹・三石 達万(南木曽中)0-2(19-21・19-21) 伊藤 優太・花澤 璃恭(北安松川中) 
１位 丸山 祐宇・内河 柊介(長野東部中)    ２位 唐木 大地・桐生 悠雅(伊那中) 
３位 伊藤 優太・花澤 璃恭(北安松川中)   ４位 森 優樹・三石 達万(南木曽中) 
※３、４位両名とも３位として表彰する 

 
女子ダブルス A 
準決勝① 赤須 佳奈・岩松 桃香(赤穂中) 2-0(21-7・21-9) 関川 心音・西村 奏夢(波田中)  
準決勝② 井上 舞香・樋口 佳那(長野北部中) 0-2(11-21・13-21) 上野 結梨・永見 多映(赤穂中) 
決勝 赤須 佳奈・岩松 桃香(赤穂中) 2-0(21-15・21-19) 上野 結梨・永見 多映(赤穂中) 
３位決定戦 関川 心音・西村 奏夢(波田中) 0-2(23-25・15-21) 井上 舞香・樋口 佳那(長野北部中) 
 

１位 赤須 佳奈・矢崎 綾菜(赤穂中)      ２位 上野 結梨・岩松 桃香(赤穂中) 
３位 井上 舞香・樋口 佳那(長野北部中)   ４位 関川 心音・西村 奏夢(波田中) 
※３、４位両名とも３位として表彰する 
 

女子ダブルス B 
準決勝① 水上 想世・田中 舞(篠ノ井西中) 2-0(21-9・21-10)小海 渚・渡辺 心海(伊那東部中)  
準決勝② 小澤 梨恋・川井 瑠音(伊那中) 2-1(17-21・21-12・21-11) 加藤 一花・真壁 麗愛(赤穂中) 
決勝 水上 想世・田中 舞(篠ノ井西中) 2-1(18-21・21-19・21-14)小澤 梨恋・川井 瑠音(伊那中) 
３位決定戦 小海 渚・渡辺 心海(伊那東部中) 0-2(10-21・10-21) 加藤 一花・真壁 麗愛(赤穂中) 
 

１位 水上 想世・田中 舞(篠ノ井西中)     ２位 小澤 梨恋・川井 瑠音(伊那中) 
３位 加藤 一花・真壁 麗愛(赤穂中)    ４位 小海 渚・渡辺 心海(伊那東部中) 
※３、４位両名とも３位として表彰する 

この大会結果についての問い合わせは必ず下記連絡先へお願いします 

 

長野県中学校体育連盟 バドミントン専門委員長 

長野市立北部中学校 栁田渓太 

Tel 090-4385-7035   PCmail  burninghammer12@yahoo.co.jp 


















































