
日　　　時

会　　　場

参 加 者

第19回富山県スマッシュミズバドミントン大会　結果報告書

１１２名 （ ５６ダブルス ）

平成２２年　４月１８日　（日）　　午前　９時　～

新湊アイシン軽金属スポーツセンター（大アリーナ）

参　加 者

《代表権の部》

種　 目

笹村 和子 たまき 源田 奈緒子 弓 庄 渡邉 志穂 黒部中央

優　　勝 準 優 勝 ３　　位

１１２名 （　 ５６ダブルス ）

笹村 和子 たまき 源田 奈緒子 弓 　庄 渡邉 志穂 黒部中央

竹本 妙子 たまき 別森 優理子 弓　　庄 増井 由美子 黒部中央

越田 真佐美 たまき 酒井 恵子 黒部中央 二本松 小津紀 八　　尾

老本 真理子 相ノ木 松下 玲子 黒部中央 長岡 恭子 八　　尾

池田 やす子 シャトル 辻口 美智子 水 鳥 米沢 利子 黒部中央

３０歳以上の部

４０歳以上の部

池田 やす子 シャトル 辻口 美智子 水 　鳥 米沢 利子 黒部中央

向島 順子 水　　鳥 長澤 由企子 水　　鳥　 重光 香苗 土曜会
５０歳以上の部

　　　　　　　　* 上記代表権の部・各優勝者は、７月30日～8月１日に宮城県・仙台市で行われる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第28回全日本レディースバドミントン選手権大会に出場する。

《一般の部》

種　 目

三井 夢子 黒部中央 西田 朝美 水 鳥 平塚 亜希子 バ

優　　勝 準 優 勝 ３　　位

三井 夢子 黒部中央 西田 朝美 水　　鳥 平塚 亜希子 ユーバー

越間 美紀 黒部中央 郭 妙旭 水　　鳥 南日 哉子 ユーバー

葛原 絹子 シャトル 戸高 淳子 水　　鳥 酒井 智美 弓　　庄

永栄 律子 シャトル 林 桂 水　　鳥 大井 典子 新湊ﾊｰﾄ

荒井 加世子 新湊 ﾄ 吉田 ひとみ 小 杉 荒井 アキ子 水 鳥

３０歳以上の部

４０歳以上の部

荒井 加世子 新湊ﾊｰﾄ 吉田 ひとみ 小 　杉 荒井 アキ子 水 　鳥

竹内 幸子 新湊ﾊｰﾄ 平尾 久美子 小　　杉 布村 春美 水　　鳥

水井 恵美 相ノ木 竹崎 由果里 たまき 戸田 清美 弓　　庄

細川 早苗 相ノ木 松澤 志保 たまき 桔梗 めぐみ 弓　　庄

小泉 久美子 水 鳥 谷口 八重子 シャトル 渋谷 雅美 新湊 ﾄ

５０歳以上の部

フリーAの部

小泉 久美子 水 　鳥 谷口 八重子 シャトル 渋谷 雅美 新湊ﾊｰﾄ

岡田 啓子 水　　鳥 立田 千栄子 シャトル 前田 裕美 ﾏﾐｰｼｬﾄﾙｽﾞ
フリーBの部



竹内 宇野 渡邉 笹村 源田
加藤 柳町 増井 竹本 別森

竹内 悦子 新湊ﾊｰﾄ

勝敗

３

代　表　権　の　部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０　才　以　上　の　部

順位

3

竹内 悦子 新湊ﾊ ﾄ

加藤 和美 新湊ﾊｰﾄ ２－０ ０－２ ０－２ ０－２
宇野 麻由美 水　　鳥　

柳町 麻喜子 水　　鳥　 ０－２ ０－２ ０－２ ０－２
渡邉 志穂 黒部中央

増井 由美子 黒部中央 ２－０ ２－０ ０－２ １－２
笹村 和子 たまき

竹本 妙子 たまき ２－０ ２－０ ２－０ ２－０

４

５

３

１

１－３

０－４

２－２

４－０
竹本 妙子 たまき ２ ０ ２ ０ ２ ０ ２ ０
源田 奈緒子 弓　　庄

別森 優理子 弓　　庄 ２－０ ２－０ ２－１ ０－２

酒井 白木 越田 二本松 山本

２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０　才　以　上　の　部

３－１

順位勝敗
酒井 白木 越田 二本松 山本
松下 日影 老本 長岡 伊藤

酒井 恵子 黒部中央

松下 玲子 黒部中央 ２－１ ０－２ ２－１ 2-0
白木 智恵美 水　　鳥　

日影 真佐代 水　　鳥　 １－２ ０－２ ０－２ 2-0
越田 真佐美 たまき

老本 真理子 相ノ木 ２－０ ２－０ ２－０ 2-0

４

順位

１

３－１

１－３

勝敗

４－０

２

二本松 小津紀 八　　尾

長岡 恭子 八　　尾 １－２ ２－０ ０－２ 2-0
山本 祥子 水　　鳥　 　棄 権　
伊藤 ゆかり 水　　鳥　 0-2 0-2 0-2 0-2

２－２

０－４

３

５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０　才　以　上　の　部

池田 辻口 大島 米沢 朴木
向島 長澤 田子 重光 山﨑

池田 やす子 シャトル

向島 順子 水　　鳥 ２－０ ２－０ ２－０ ２－０
辻口 美智子 水　　鳥　

長澤 由企子 水　　鳥　 ０－２ ２－１ ２－０ ２－０
大島 順子 ユーバー

３－１

１ ３

２

４

順位勝敗

１４－０

大島 順子 ユ バ

田子 元子 ユーバー ０－２ １－２ ０－２ ２－０
米沢 利子 黒部中央

重光 香苗 土曜会 ０－２ ０－２ ２－０ ２－０
朴木 洋子 新湊ﾊｰﾄ

山﨑 昭子 シャトル ０－２ ０－２ ０－２ ０－２

３

５

１－３

２－２

０－４

４

3



三井 平塚 山越 竹内
越間 南日 押田 田村

三井 夢子 黒部中央

一　般　の　部

30-A 勝敗 順位

　　３０　才　以　上　の　部

２－１ １

4

越間 美紀 黒部中央 １－２ ２－０ ２－０
平塚 亜希子 ユーバー

南日 哉子 ユーバー ２－１ ０－２ ２－０
山越 雅代 魚津ﾚﾃﾞｨｰｽ

押田 顕子 シャトル ０－２ ２－０ ０－２
竹内 直美 友　輪

田村 静 友　輪 ０－２ ０－２ ２－０

２－１ ２

１－２ ３

１－２ ４

２－１ １

西田 佐野 酒井 上田
郭 前田 森川 枦山

西田 朝美 水　　鳥

郭 妙旭 水　　鳥 ２－１ ２－０ ２－０
佐野 純子 ユーバー

前田 さや香 ユーバー １－２ ２－０ ２－１
酒井 真由美 魚津ﾚﾃﾞ ｽ

２

30-B 勝敗 順位

３－０ １

２－１

酒井 真由美 魚津ﾚﾃﾞｨｰｽ

森川 彩子 魚津ﾚﾃﾞｨｰｽ ０－２ ０－２ ０－２
上田 詠子 相ノ木

枦山 靖子 相ノ木 ０－２ １－２ ２－０

三井 夢子 黒部中央 2
越間 美紀

１－２

　決　勝　戦

３

０－３ ４

越間 美紀 黒部中央

西田 朝美 水　　鳥

郭 妙旭 水　　鳥 1

平塚 亜希子 ユーバー 2

３位決定戦
平塚 亜希子 ユ バ 2
南日 哉子 ユーバー

佐野 純子 ユーバー

前田 さや香 ユーバー 0

　　４０　才　以　上　の　部

竹下 新谷 橋爪 米
飴田 久郷 内生蔵 懸高

竹下 律子 ユーバー

飴田 美好 ユーバー ２－０ ２－０ ０－２
新谷 智子 シャトル

久郷 克美 シャトル ０－２ ２－０ ０－２
橋爪 真理子 水 鳥

１－２ ３

勝敗 順位

２－１ ２

40-A

橋爪 真理子 水　　鳥

内生蔵 千賀子 水　　鳥 ０－２ ２－０ ０－２
米 典子 ＴＦＢ

懸高 弘美 ＴＦＢ ２－０ ２－０ ２－０
３－０ １

０－３ ４

4



森田 葛原 宇佐美 窪田
花田 永栄 清水 横沢

森田 美子 友　　輪

花田 冨美代 友　　輪 0-2 0-2 2-0
葛原 絹子 シャトル

永栄 律子 シャトル 2-0 2-0 2-0
宇佐美 由美

3

勝敗

1-2

3-0 1

順位40-B

5

宇佐美 由美子 魚津ﾚﾃﾞｨｰｽ

清水 夏美 魚津ﾚﾃﾞｨｰｽ 2-0 0-2 2-0
窪田 京子 ユーバー

横沢 美代子 ﾏﾐｰｼｬﾄﾙｽﾞ 0-2 0-2 0-2

玉谷 坂口 酒井 浜井
島田 林 大井 藤田

玉谷 奈津子 水 鳥

0-3 4

40-C 勝敗 順位

2-1 2

玉谷 奈津子 水　　鳥

島田 千治 水　　鳥 2-1 1-2 2-0
坂口 佳余子 魚津ﾚﾃﾞｨｰｽ ② ④
林 雅子 魚津ﾚﾃﾞｨｰｽ 1-2 0-2 2-0

酒井 智美 弓　　庄 ⑥
大井 典子 新湊ﾊｰﾄ 2-1 2-0 2-1
浜井 弘美 氷　　見

藤田 美枝 氷 見 0 2 0 2 1 2
0-3 4

1-2 3

1

2-1 2

3-0

藤田 美枝 氷　　見 0-2 0-2 1-2

福森 戸高 広浜 清水
島田 林 岩崎 渡部

福森 恵子 シャトル

島田 佳代子 シャトル 0-2 2-0 2-1
戸高 淳子 水　　鳥

林 桂 水 鳥 2-0 2-0 2-0
1

40－D

2-1 2

3-0

順位勝敗

林 桂 水　　鳥 2-0 2-0 2-0
広浜 純子 魚津ﾚﾃﾞｨｰｽ

岩崎 芳美 魚津ﾚﾃﾞｨｰｽ 0-2 0-2 0-2
清水 恵子 ユーバー

渡部 紀子 ユーバー 1-2 0-2 2-0
1-2 3

40-3

40才 決 勝 トーナメント

米 典子 ＴＦＢ 2
懸高 弘美 ＴＦＢ

戸高 淳子 水　　鳥

林 桂 水　　鳥 0

40才 決　勝　ト ナメント

①

③
酒井 智美 弓　　庄 2
大井 典子 新湊ﾊｰﾄ

葛原 絹子 シャトル

永栄 律子 シャトル 0

３　位　決　定　戦

①

②

③

米 典子 ＴＦＢ 0
懸高 弘美 ＴＦＢ

葛原 絹子 シャトル

永栄 律子 シャトル 2

①

②

③

5



新明 荒井 河崎 荒井
福元 布村 二塚 竹内

新明 まき子 ユーバー

福元 みち子 ユーバー 1-2 2-0 0-2
荒井 アキ子 水　　鳥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０　才　以　上　の　部

50－A 勝敗 順位

2 1 2

1-2 3

6

荒井 アキ子 水　　鳥

布村 春美 水　　鳥 2-1 2-1 0-2
河崎 弘美 魚津ﾚﾃﾞｨｰｽ

二塚 昌子 魚津ﾚﾃﾞｨｰｽ 0-2 1-2 0-2
荒井 加世子 新湊ﾊｰﾄ

竹内 幸子 新湊ﾊｰﾄ 2-0 2-0 2-0

吉田 大坪 小川 山本

3-0 1

50－B 勝敗 順位

2-1 2

0-3 4

吉 本
平尾 前山 下島 向山

吉田 ひとみ 小　　杉

平尾 久美子 小　　杉 2-0 1-2 2-0
大坪 町子 ﾏﾐｰｼｬﾄﾙｽﾞ

前山 佐代子 ﾏﾐｰｼｬﾄﾙｽﾞ 0-2 0-2 1-2
小川 町子 土曜会

下島 由起子 土曜会 2-1 2-0 0-2

0-3 4

2-1 2

50－B 勝敗 順位

2-1 1

山本 久美子 氷　　見

向山 広美 氷　　見 0-2 2-1 2-0

荒井 加世子 新湊ﾊｰﾄ 2 荒井 アキ子 水　　鳥 2
竹内 幸子 新湊ﾊｰﾄ 布村 春美 水　　鳥

吉田 ひとみ 小 杉 小川 町子 土曜会

2-1 3

　決　勝　戦 　３ 位 決 定 戦

吉田 ひとみ 小　　杉 小川 町子 土曜会

平尾 久美子 小　　杉 0 下島 由起子 土曜会 1

川島 水井 竹崎 戸田 平木 勝敗
石田 細川 松澤 桔梗 田口

川島 美和子 たまき

順位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　リ　ー　A　の　部

川島 美和子 たまき

石田 香 たまき 0-2 0-2 0-2 2-0
水井 恵美 相ノ木

細川 早苗 相ノ木 2-0 2-1 2-0 2-0
竹崎 由果里 たまき

松澤 志保 たまき 2-0 1-2 2-0 2-0
戸田 清美 弓　　庄

桔梗 めぐみ 弓 庄 2-0 0-2 0-2 2-1

1-3

4-0

3-1

2-2

2

3

4

1

桔梗 めぐみ 弓　　庄 2-0 0-2 0-2 2-1
平木 千晶 たまき

田口 恵子 たまき 0-2 0-2 0-2 1-2

新村 小泉 谷口 渋谷
石川 岡田 立田 前田

新村 和子 新湊ﾊｰﾄ

0-4

勝敗 順位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　リ　ー　B　　の　部

5

新村 和子 新湊ﾊｰﾄ

石川 明子 新湊ﾊｰﾄ 0-2 0-2 1-2
小泉 久美子 水　　鳥

岡田 啓子 水　　鳥 2-0 2-1 2-0
谷口 八重子 シャトル

立田 千栄子 シャトル 2-0 1-2 2-0
渋谷 雅美 新湊ﾊｰﾄ

前田 裕美 ﾏﾐｰｼｬﾄﾙｽﾞ 2-1 0-2 0-2

1

2-1 2

31-2

0-3 4

3-0

6




