
日　時 （日） 会　場 草間地区体育館

主　催 ＦＩＮＳスポーツクラブ 協　賛 オオタスポーツ

  本日､『ＦＩＮＳカップ　親睦バドミントン大会　２０２１』を開催するにあたりご尽力頂いた関係各位に

心より御礼申し上げます。又、この大会の主旨にご賛同頂き参加されました皆様にも､重ねて御礼

申し上げます｡尚、新型コロナウイルスもかなり落ち着いてきたものの、まだまだ注意が必要です。

引き続き、感染対策には十分気を付けつつ、多くの方々との交流ができますことを期待致します｡

 《大会要領》

受 付  ９：００
開 会 式  ９：３０

 開 会 宣 言 小木曽  二郎 （ＦＩＮＳ）
 主催者挨拶 荒砂　成巳 （ＦＩＮＳ 会 長）
 競 技 説 明 大林  弘幸 （ＦＩＮＳ）
 選 手 宣 誓 平賀　光二 柴田はつ代

【ＦＩＮＳスポーツクラブ事務局】
    　　 バドミントンの部　　　　鈴木  義治
                         携帯  090-8546-6735

競 技 開 始 開会式終了後

チーム 編成 ダブルス（女子だけでも可）

試 合 方 法 各コート毎の６チームで総当り戦（１チーム５試合）
ラリーポイント制２セットマッチ２１点先取(ジュースなし)
順位の決め方

各コート毎

①総得点   ②総失点   ③総得セット数　④キャプテンのジャンケン

審 判 審判は2チームでお願いします｡

そ の 他 ・得点表は主審が必ず本部に提出して下さい。
・試合中のケガについては応急処置までとし、その後の責任は
  負いかねますのでご了承下さい。
・競技場内は、禁煙・禁飲食（キャップ付きボトル飲料以外）です。
・自分のゴミは必ず持ち帰って下さい。

 《注意事項》 ※駐車場が少ないので必ず乗り合せで来るようお願いします。
   周辺の関係外駐車場には絶対止めないで下さい。

ＦＩＮＳカップ　親睦バドミントン大会　２０２１
令和3年12月5日



メンバー表

11 古井　孝之 井上あやの 21 小木曽二郎 上村　恵子

12 箱石　拓也 森　　照子 22 大林　良旭 金子　裕子

13 疋田　純也 武井　淑子 23 渡辺　大祐 古田　弥生

14 田中美代一 鈴木みさき 24 高橋　範和 山口　里栄

15 内田　智希 浅野　まき 25 藤井　英生 幸野　雅子

16 山口　一花 浦越　栞奈 26 スワルディン 花井ノブイ

31 河合　良勝 城田　康代 41 木角　　清 芳賀　淳子 51 鈴木　義治 杉浦　恵子

32 大林　弘幸 打田　由紀 42 寺島　伸臣 北林紗知子 52 鈴木　伸忠 彦坂　圭子

33 榊原　康男 田中理恵子 43 阪田とも子 守屋　佳世 53 平賀　光二 柴田はつ代

34 彦坂　勇夫 河合　純子 44 坂牧　克俊 河合　圭子 54 八木　朗友 野田　佳子

35 大久保杏莉 神藤　想夏 45 神藤　義昌 佐野登美子 55 光山　将史 井本　和恵

36 浦越　楓音 鈴木　柚羽 46 谷野　貴宣 石井佳菜子 56 小久保　隆 萩原三佐子

ＦＩＮＳカップ　親睦バドミントン大会　２０２１

４　コート ５　コート

１　コート ２　コート

３　コート



第 1 試合 11 古井　孝之 井上あやの × 16 山口　一花 浦越　栞奈 13 疋田　純也 武井　淑子 12 箱石　拓也 森　　照子

第 2 試合 12 箱石　拓也 森　　照子 × 15 内田　智希 浅野　まき 14 田中美代一 鈴木みさき 16 山口　一花 浦越　栞奈

第 3 試合 13 疋田　純也 武井　淑子 × 14 田中美代一 鈴木みさき 11 古井　孝之 井上あやの 12 箱石　拓也 森　　照子

第 4 試合 11 古井　孝之 井上あやの × 15 内田　智希 浅野　まき 16 山口　一花 浦越　栞奈 13 疋田　純也 武井　淑子

第 5 試合 16 山口　一花 浦越　栞奈 × 14 田中美代一 鈴木みさき 12 箱石　拓也 森　　照子 15 内田　智希 浅野　まき

第 6 試合 12 箱石　拓也 森　　照子 × 13 疋田　純也 武井　淑子 11 古井　孝之 井上あやの 16 山口　一花 浦越　栞奈

第 7 試合 11 古井　孝之 井上あやの × 14 田中美代一 鈴木みさき 15 内田　智希 浅野　まき 13 疋田　純也 武井　淑子

第 8 試合 15 内田　智希 浅野　まき × 13 疋田　純也 武井　淑子 12 箱石　拓也 森　　照子 14 田中美代一 鈴木みさき

第 9 試合 16 山口　一花 浦越　栞奈 × 12 箱石　拓也 森　　照子 15 内田　智希 浅野　まき 11 古井　孝之 井上あやの

第 10 試合 11 古井　孝之 井上あやの × 13 疋田　純也 武井　淑子 14 田中美代一 鈴木みさき 16 山口　一花 浦越　栞奈

第 11 試合 14 田中美代一 鈴木みさき × 12 箱石　拓也 森　　照子 15 内田　智希 浅野　まき 13 疋田　純也 武井　淑子

第 12 試合 15 内田　智希 浅野　まき × 16 山口　一花 浦越　栞奈 11 古井　孝之 井上あやの 14 田中美代一 鈴木みさき

第 13 試合 11 古井　孝之 井上あやの × 12 箱石　拓也 森　　照子 13 疋田　純也 武井　淑子 15 内田　智希 浅野　まき

第 14 試合 13 疋田　純也 武井　淑子 × 16 山口　一花 浦越　栞奈 14 田中美代一 鈴木みさき 11 古井　孝之 井上あやの

第 15 試合 14 田中美代一 鈴木みさき × 15 内田　智希 浅野　まき 16 山口　一花 浦越　栞奈 12 箱石　拓也 森　　照子

ＦＩＮＳカップ　親睦バドミントン大会　２０２１

審　判　　　　　　　線　審

第１コート

対　　戦

2021年12月5日

草間地区体育館



第 1 試合 21 小木曽二郎 上村　恵子 × 26 スワルディン 花井ノブイ 23 渡辺　大祐 古田　弥生 22 大林　良旭 金子　裕子

第 2 試合 22 大林　良旭 金子　裕子 × 25 藤井　英生 幸野　雅子 24 高橋　範和 山口　里栄 26 スワルディン 花井ノブイ

第 3 試合 23 渡辺　大祐 古田　弥生 × 24 高橋　範和 山口　里栄 21 小木曽二郎 上村　恵子 22 大林　良旭 金子　裕子

第 4 試合 21 小木曽二郎 上村　恵子 × 25 藤井　英生 幸野　雅子 26 スワルディン 花井ノブイ 23 渡辺　大祐 古田　弥生

第 5 試合 26 スワルディン 花井ノブイ × 24 高橋　範和 山口　里栄 22 大林　良旭 金子　裕子 25 藤井　英生 幸野　雅子

第 6 試合 22 大林　良旭 金子　裕子 × 23 渡辺　大祐 古田　弥生 21 小木曽二郎 上村　恵子 26 スワルディン 花井ノブイ

第 7 試合 21 小木曽二郎 上村　恵子 × 24 高橋　範和 山口　里栄 25 藤井　英生 幸野　雅子 23 渡辺　大祐 古田　弥生

第 8 試合 25 藤井　英生 幸野　雅子 × 23 渡辺　大祐 古田　弥生 22 大林　良旭 金子　裕子 24 高橋　範和 山口　里栄

第 9 試合 26 スワルディン 花井ノブイ × 22 大林　良旭 金子　裕子 25 藤井　英生 幸野　雅子 21 小木曽二郎 上村　恵子

第 10 試合 21 小木曽二郎 上村　恵子 × 23 渡辺　大祐 古田　弥生 24 高橋　範和 山口　里栄 26 スワルディン 花井ノブイ

第 11 試合 24 高橋　範和 山口　里栄 × 22 大林　良旭 金子　裕子 25 藤井　英生 幸野　雅子 23 渡辺　大祐 古田　弥生

第 12 試合 25 藤井　英生 幸野　雅子 × 26 スワルディン 花井ノブイ 21 小木曽二郎 上村　恵子 24 高橋　範和 山口　里栄

第 13 試合 21 小木曽二郎 上村　恵子 × 22 大林　良旭 金子　裕子 23 渡辺　大祐 古田　弥生 25 藤井　英生 幸野　雅子

第 14 試合 23 渡辺　大祐 古田　弥生 × 26 スワルディン 花井ノブイ 24 高橋　範和 山口　里栄 21 小木曽二郎 上村　恵子

第 15 試合 24 高橋　範和 山口　里栄 × 25 藤井　英生 幸野　雅子 26 スワルディン 花井ノブイ 22 大林　良旭 金子　裕子

草間地区体育館

2021年12月5日
ＦＩＮＳカップ　親睦バドミントン大会　２０２１

第２コート

対　　戦 審　判　　　　　　　線　審



第 1 試合 31 河合　良勝 城田　康代 × 36 浦越　楓音 鈴木　柚羽 33 榊原　康男 田中理恵子 32 大林　弘幸 打田　由紀

第 2 試合 32 大林　弘幸 打田　由紀 × 35 大久保杏莉 神藤　想夏 34 彦坂　勇夫 河合　純子 36 浦越　楓音 鈴木　柚羽

第 3 試合 33 榊原　康男 田中理恵子 × 34 彦坂　勇夫 河合　純子 31 河合　良勝 城田　康代 32 大林　弘幸 打田　由紀

第 4 試合 31 河合　良勝 城田　康代 × 35 大久保杏莉 神藤　想夏 36 浦越　楓音 鈴木　柚羽 33 榊原　康男 田中理恵子

第 5 試合 36 浦越　楓音 鈴木　柚羽 × 34 彦坂　勇夫 河合　純子 32 大林　弘幸 打田　由紀 35 大久保杏莉 神藤　想夏

第 6 試合 32 大林　弘幸 打田　由紀 × 33 榊原　康男 田中理恵子 31 河合　良勝 城田　康代 36 浦越　楓音 鈴木　柚羽

第 7 試合 31 河合　良勝 城田　康代 × 34 彦坂　勇夫 河合　純子 35 大久保杏莉 神藤　想夏 33 榊原　康男 田中理恵子

第 8 試合 35 大久保杏莉 神藤　想夏 × 33 榊原　康男 田中理恵子 32 大林　弘幸 打田　由紀 34 彦坂　勇夫 河合　純子

第 9 試合 36 浦越　楓音 鈴木　柚羽 × 32 大林　弘幸 打田　由紀 35 大久保杏莉 神藤　想夏 31 河合　良勝 城田　康代

第 10 試合 31 河合　良勝 城田　康代 × 33 榊原　康男 田中理恵子 34 彦坂　勇夫 河合　純子 36 浦越　楓音 鈴木　柚羽

第 11 試合 34 彦坂　勇夫 河合　純子 × 32 大林　弘幸 打田　由紀 35 大久保杏莉 神藤　想夏 33 榊原　康男 田中理恵子

第 12 試合 35 大久保杏莉 神藤　想夏 × 36 浦越　楓音 鈴木　柚羽 31 河合　良勝 城田　康代 34 彦坂　勇夫 河合　純子

第 13 試合 31 河合　良勝 城田　康代 × 32 大林　弘幸 打田　由紀 33 榊原　康男 田中理恵子 35 大久保杏莉 神藤　想夏

第 14 試合 33 榊原　康男 田中理恵子 × 36 浦越　楓音 鈴木　柚羽 34 彦坂　勇夫 河合　純子 31 河合　良勝 城田　康代

第 15 試合 34 彦坂　勇夫 河合　純子 × 35 大久保杏莉 神藤　想夏 36 浦越　楓音 鈴木　柚羽 32 大林　弘幸 打田　由紀

第３コート

対　　戦 審　判　　　　　　　線　審

2021年12月5日

草間地区体育館ＦＩＮＳカップ　親睦バドミントン大会　２０２１



第 1 試合 41 木角　　清 芳賀　淳子 × 46 谷野　貴宣 石井佳菜子 43 阪田とも子 守屋　佳世 42 寺島　伸臣 北林紗知子

第 2 試合 42 寺島　伸臣 北林紗知子 × 45 神藤　義昌 佐野登美子 44 坂牧　克俊 河合　圭子 46 谷野　貴宣 石井佳菜子

第 3 試合 43 阪田とも子 守屋　佳世 × 44 坂牧　克俊 河合　圭子 41 木角　　清 芳賀　淳子 42 寺島　伸臣 北林紗知子

第 4 試合 41 木角　　清 芳賀　淳子 × 45 神藤　義昌 佐野登美子 46 谷野　貴宣 石井佳菜子 43 阪田とも子 守屋　佳世

第 5 試合 46 谷野　貴宣 石井佳菜子 × 44 坂牧　克俊 河合　圭子 42 寺島　伸臣 北林紗知子 45 神藤　義昌 佐野登美子

第 6 試合 42 寺島　伸臣 北林紗知子 × 43 阪田とも子 守屋　佳世 41 木角　　清 芳賀　淳子 46 谷野　貴宣 石井佳菜子

第 7 試合 41 木角　　清 芳賀　淳子 × 44 坂牧　克俊 河合　圭子 45 神藤　義昌 佐野登美子 43 阪田とも子 守屋　佳世

第 8 試合 45 神藤　義昌 佐野登美子 × 43 阪田とも子 守屋　佳世 42 寺島　伸臣 北林紗知子 44 坂牧　克俊 河合　圭子

第 9 試合 46 谷野　貴宣 石井佳菜子 × 42 寺島　伸臣 北林紗知子 45 神藤　義昌 佐野登美子 41 木角　　清 芳賀　淳子

第 10 試合 41 木角　　清 芳賀　淳子 × 43 阪田とも子 守屋　佳世 44 坂牧　克俊 河合　圭子 46 谷野　貴宣 石井佳菜子

第 11 試合 44 坂牧　克俊 河合　圭子 × 42 寺島　伸臣 北林紗知子 45 神藤　義昌 佐野登美子 43 阪田とも子 守屋　佳世

第 12 試合 45 神藤　義昌 佐野登美子 × 46 谷野　貴宣 石井佳菜子 41 木角　　清 芳賀　淳子 44 坂牧　克俊 河合　圭子

第 13 試合 41 木角　　清 芳賀　淳子 × 42 寺島　伸臣 北林紗知子 43 阪田とも子 守屋　佳世 45 神藤　義昌 佐野登美子

第 14 試合 43 阪田とも子 守屋　佳世 × 46 谷野　貴宣 石井佳菜子 44 坂牧　克俊 河合　圭子 41 木角　　清 芳賀　淳子

第 15 試合 44 坂牧　克俊 河合　圭子 × 45 神藤　義昌 佐野登美子 46 谷野　貴宣 石井佳菜子 42 寺島　伸臣 北林紗知子

第４コート

対　　戦 審　判　　　　　　　線　審

ＦＩＮＳカップ　親睦バドミントン大会　２０２１
2021年12月5日

草間地区体育館



第 1 試合 51 鈴木　義治 杉浦　恵子 × 56 小久保　隆 萩原三佐子 53 平賀　光二 柴田はつ代 52 鈴木　伸忠 彦坂　圭子

第 2 試合 52 鈴木　伸忠 彦坂　圭子 × 55 光山　将史 井本　和恵 54 八木　朗友 野田　佳子 56 小久保　隆 萩原三佐子

第 3 試合 53 平賀　光二 柴田はつ代 × 54 八木　朗友 野田　佳子 51 鈴木　義治 杉浦　恵子 52 鈴木　伸忠 彦坂　圭子

第 4 試合 51 鈴木　義治 杉浦　恵子 × 55 光山　将史 井本　和恵 56 小久保　隆 萩原三佐子 53 平賀　光二 柴田はつ代

第 5 試合 56 小久保　隆 萩原三佐子 × 54 八木　朗友 野田　佳子 52 鈴木　伸忠 彦坂　圭子 55 光山　将史 井本　和恵

第 6 試合 52 鈴木　伸忠 彦坂　圭子 × 53 平賀　光二 柴田はつ代 51 鈴木　義治 杉浦　恵子 56 小久保　隆 萩原三佐子

第 7 試合 51 鈴木　義治 杉浦　恵子 × 54 八木　朗友 野田　佳子 55 光山　将史 井本　和恵 53 平賀　光二 柴田はつ代

第 8 試合 55 光山　将史 井本　和恵 × 53 平賀　光二 柴田はつ代 52 鈴木　伸忠 彦坂　圭子 54 八木　朗友 野田　佳子

第 9 試合 56 小久保　隆 萩原三佐子 × 52 鈴木　伸忠 彦坂　圭子 55 光山　将史 井本　和恵 51 鈴木　義治 杉浦　恵子

第 10 試合 51 鈴木　義治 杉浦　恵子 × 53 平賀　光二 柴田はつ代 54 八木　朗友 野田　佳子 56 小久保　隆 萩原三佐子

第 11 試合 54 八木　朗友 野田　佳子 × 52 鈴木　伸忠 彦坂　圭子 55 光山　将史 井本　和恵 53 平賀　光二 柴田はつ代

第 12 試合 55 光山　将史 井本　和恵 × 56 小久保　隆 萩原三佐子 51 鈴木　義治 杉浦　恵子 54 八木　朗友 野田　佳子

第 13 試合 51 鈴木　義治 杉浦　恵子 × 52 鈴木　伸忠 彦坂　圭子 53 平賀　光二 柴田はつ代 55 光山　将史 井本　和恵

第 14 試合 53 平賀　光二 柴田はつ代 × 56 小久保　隆 萩原三佐子 54 八木　朗友 野田　佳子 51 鈴木　義治 杉浦　恵子

第 15 試合 54 八木　朗友 野田　佳子 × 55 光山　将史 井本　和恵 56 小久保　隆 萩原三佐子 52 鈴木　伸忠 彦坂　圭子
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