
（開催地）
都道府県対抗

参加ﾁｰﾑ数(人数)

会　　場
クラブ対抗

参加ﾁｰﾑ数(人数)

S58 （東京都） 東京都Ａ 神奈川県 千葉県 兵庫県
8/24 板橋区立体育館  監督　鈴木　潔 監督　斉藤久子 監督　渡辺佳子 監督　的場幸枝

～

　駒沢 森本  宮本  前田 竹田  早崎  梅田 田辺  鈴木  仲田 宿里  坂口  池田

8/26 　ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園 長田  田中  隈本 永井  清水  高橋 田中  山田  渡辺 的場  小間  渡辺

　　屋内球技場 白倉  秋元  荒川 斉藤  小川  田中 小野田  村田  唐橋 工藤  田中  安田

（東京都） 東京都A 東京都B 兵庫県 千葉県
監督　菅原幸雄 監督　千葉健夫 監督　安田綾子 監督　渡辺佳子

S59 宮本  前田  寺田 芳賀  西野  小倉 安田  池田  工藤 鈴木  大村  田辺

8/21 　台東ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 小守    簔  三井 田中  長田  木村 服部  田中  宿里 嶋田  山田  渋谷

　　　ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 白倉  秋元  江原 池田  五十嵐 山田 阪口  的場  　　 小野田  村田  藤本

～

　　　　体育館 札幌ﾊﾟｰﾙｸﾗﾌﾞ 清水ｸﾗﾌﾞ 千歳ﾏﾏさんｸﾗﾌﾞ 敦賀ﾊﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ
（北海道） （大阪） （北海道） （福井）

監督　島中玲子 監督　大屋政子  監督　山口菊枝 監督　福田廣美

8/23 東    坂下  伊東 原田  大屋  河原 林    天間  高橋 小沢  田辺  山口

山口  前田  佐々木 中浜  山本  若狭 山川  中島  沢田 住野  井口  丸山

大同  松本  　　 藤本  中井  　　 三浦  山口  　　 橋爪　　  　　  

（東京都） 東京都A 栃木県 北海道 愛知県
監督　千葉健夫 監督　塚原紀子 監督　島中玲子 監督　細野節子

S60 西野  前田  小倉 福田  轟木  塚原 島中  吉田  工藤  堀    野中    西

5/2 　台東ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ  蓑    小守   三井 石川  荒井  鈴木 石橋  大野  浅井 田中  魚住  大畑

　　ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 前田  五十嵐  江原 吉口  安藤  三富 菅原  市川  山口 細野

～

　　　　体育館 札幌ﾊﾟｰﾙｸﾗﾌﾞ 旭川ｸﾗﾌﾞ 調布ｴﾚｶﾞﾝｽ　 熊本ｺｽﾓｽｸﾗﾌﾞ
　国立競技場 （北海道） （北海道） （東京）　 （熊本）

監督　島中玲子 監督　浅井栄子 監督　田中和子 監督　杉山登久

5/4 　代々木第２ 芝山  松本  谷　 神田  高島  二階堂 田中  森田  宮崎 工藤  友田  本多

　　　体育館 工藤  斉藤  前田 山谷  松浦  平野 小林  太田  成富 山口  森枝  前田

   北    後藤   　　 小枝  柴波  高田 石田  真庭  森本 久代  鍬守  　　

（東京都） 東京都A 神奈川県 大阪府 埼玉県
監督　花岡牧夫 監督　斉藤久子 監督　村井広美 監督　野沢圭子

S61 西野  前田  渡辺 小川  清水  小河 大橋  飯山  池田 浅越  竹田  遠藤

8/21 　台東ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 蓑    芳賀  岸野 永井  梅田  伊藤 中村  金谷  辻本 宗像  青木  金井

　　　ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 秋元  白倉  子守 佐野  飯塚  篠塚 村井  上田  　　 増田  犬塚  青木

～

　　　　体育館 ダックスｸﾗﾌﾞ 草加市ﾊﾞﾄﾞｸﾗﾌﾞ 流山ｸﾗﾌﾞ 所沢ｸﾗﾌﾞ
（東京） （埼玉） （千葉） （埼玉）

監督 海老よしえ 監督　雨宮光江 監督　遠藤幸子 監督　前田米子

8/23 　東京郵政局 海老  宮島  後藤 中村  勝谷  雨宮 一の瀬  広保  林  松原  佐野  小川

　　　　体育館 中田  飯田  長谷川 小島  太田  鈴木 山本    東  安彦 朝日  田中  小島

山田  棚沢  市川 村田  　　  　　 宇佐美  木下  　　

（京都府） 東京都 埼玉県 千葉県 兵庫県
監督　菅原幸雄 監督　野沢圭子 監督　大場和博 監督　安田綾子

S62 西野  前田  佐藤 浅越  竹田  小沢 鈴木   田辺  大村 宿里  入口  河原

7/23 長岡京市 宮本   蓑    渡辺 宗像  山内  大塚 鈴木  田中  藤平  岸    西川  中西

　西山公園 秋元  小守  江原 遠藤  野沢  針谷 小野田  山田  長浜 的場  池田  小間

～

　　　　体育館 コスモスｸﾗﾌﾞ 習志野ｸﾗﾌﾞ 上牧ｸﾗﾌﾞ 高嶺ｸﾗﾌﾞ
　向日市民 （熊本） （千葉） （奈良） （大阪）

　　　　体育館 監督　杉山登久 監督　新井春雄 監督　大前利明 監督 高松美奈子

7/24 友田  本多  工藤 土井  江里口  鯨井 田中  三元  石倉 妹尾  高松  藤田

森枝  前田  山口 森永  竹島  富岡 阿部  市川  河南 原    内海  山田

 鍬守  木村  　　 真鍋  石井  　　 山谷  田辺  喜吉 藤井  菅野  徳永

全日本家庭婦人バドミントン競技大会

３　位優　勝 準優勝
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（開催地） 都道府県対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

会　　場 クラブ対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

（東京都） 東京都Ａ 北海道 千葉県 奈良県
監督　殿川宣勝 監督　島中玲子 監督　大場和博 監督　滝本弘子

S63 前田  佐藤  宮崎 島中  吉田  大野 田辺  大村  伊嶋 滝本  北尾  勝山

8/12 　立川市 西野  渡辺  宮本 石橋  菅原  鈴木 鈴木真  鈴木和  仲田 南浦  森田  土庵

　　市民体育館 秋元    蓑   小守 山口  渡辺　　 山田  長浜  村田 川前  福本

～

流山ｸﾗﾌﾞ 日野ﾚｲﾝﾎﾞｰ 名古屋ｸﾗﾌﾞ あすなろｸﾗﾌﾞ
（千葉） （東京） （愛知） （埼玉）

監督　嶋田民子 監督　篠原まさ子 監督 野中恵美子 監督　清水公子

8/13 宇佐見  木下  安彦 原田   田倉  松島 磯部  竹原    澤　 村山  斉藤  室田

黒宮  山本  菊池 庄司   前田  上石 横須部  春田  山口 日向  清水  内野

依田  広保  田口 村上 上原  大和田 尾崎  　　  　　 高橋久  高橋清  坂井

（大阪府） 東京都 北海道 埼玉県 神奈川県
監督 竹内ヒロ子 監督　島中玲子 監督　野沢圭子 監督　斉藤久子

H1 佐藤  宮崎  国府 鈴木  菅原  渡辺 竹田  小林  浅越 遠藤  飯塚  佐野

8/8 西野  渡辺  片山 佐藤  浅井  佐々木 立花  金井  宗像 伊藤  早崎  清水

　大阪府立
 蓑   小守   内田 石橋  島中  萠田 岡部  細川  針谷 渡辺  永井   菅

～

　　　体育会館 水曜会 所沢ｸﾗﾌﾞ 岡崎ｸﾗﾌﾞ 市川ｸﾗﾌﾞ
（福岡） （埼玉） （愛知） （千葉）

監督　伊藤信子 監督　藤田米子 監督　畔柳信枝 監督　大村洋子

8/9 伊藤  津崎  佐田  小島  佐野  松原 山本  畔柳  田中 山崎  山本  長谷井

古森  石井  川口  森畑  田中  小川 松本  加藤  神谷 佐藤  米沢  斉藤

中村   　　  　　 高橋  　　  　　 榎本  石川  佐々木 大野  小川  北村

（石川県） 東京都 大阪府 北海道 山口県
監督　西野仁子 監督　山口　博 監督　島中玲子 監督　松村和美

H2 前田  佐藤  西野 宮崎  佐伯  森元 菅原  鈴木  遠藤 上野  嶋田  安田

7/27 渡辺  宮本  篠原 上中  廣瀬  大塚 佐藤  渡辺  石橋 香井  八谷  松村和

　金沢市   蓑   小守   内田 兼田  西野  花木 島中  前田  津村 松村美  俵山  吉田

～
　　総合体育館 双　葉 滝川ｼｬﾄﾙズ 札幌ﾊﾟｰﾙｸﾗﾌﾞ 習志野ｸﾗﾌﾞ

（愛媛） （北海道） （北海道） （千葉）

監督　滝山一甫 監督　前田静枝 監督　島中玲子 監督　新井春雄

7/29 長井   秦    伊藤 佐藤  吉森  高谷 伊藤  芝山  門馬 森永  鯨井  真鍋

白石  松永  佐々木 山本  皆木  大坂 鈴木  松本  坂下 土井  石井  江里口

河村  阿賀田  梶岡 木田  米重  工藤

（東京都） 東京都A 愛知県 神奈川県 奈良県
監督 竹内ヒロ子 監督　細野節子 監督　斉藤久子 監督　滝本弘子

H3 前田  佐藤  西野 門間  太田  億田   菅   佐藤  知念 板谷  川前  大門

7/25 渡辺  宮本  篠原 野中  松村  浦川 田代  早崎  伊藤 児玉  福本  南浦

　町田市立 宮崎  小守  織田 阿知波  児玉  奥野 梅田  永井  清水 土庵  北尾  富樫

～

　　総合体育館 市川ｸﾗﾌﾞ 所沢ｸﾗﾌﾞ 浦和あすなろ　 ホワイト
（千葉） （埼玉） （埼玉） （山口）

監督 長谷川智子 監督　小島和子 監督　清水公子 監督　池田敏子

7/27 長谷川  小川  内田 田中  佐野  吉光 清水  村山  岡本 清水  山岡  磯村

斉藤  山崎  北村 比留間  松原  高橋 高橋  室田  冨田 藤田  難波  池田

米沢  大野  　　 森畑  　　  　　 佐藤  内野  斉藤 河村  柳橋  国井

３　位

6
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（開催地） 都道府県対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

会　　場 クラブ対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

（北海道） 東京都 神奈川県 千葉県 北海道Ａ
監督 竹内ヒロ子 監督　斉藤久子 監督　小菅智子 監督　島中玲子

H4 　北海道立 前田  佐藤  土田 遠藤  篠塚  知念 伊嶋  星野  米沢 鈴木  菅原  石橋

8/24 　　真駒内公園 西野  渡辺  矢代 田代  佐野  伊藤 田辺  仲田  鈴木 遠藤  島中   東

　　屋内競技場 小守  内田  宇佐美 永井    林   清水 山田  長浜  藤平 神田  木村  山口

～

(真駒内ｱｲｽｱﾘｰﾅ) 岡崎ﾌｪﾆｯｸｽ　 旭川ｼｬﾄﾙ 清水ｸﾗﾌﾞ 豊田ｸﾗﾌﾞ
（愛知） （北海道） （大阪） （愛知）

監督　田中陽子 監督  青木夫早江 監督　山本美恵 監督　真野洋子

8/26 　札幌市 加藤  浅井  河原 平野    今   柏原 山本  木田  大木 松田  長谷川  竹下

　　南区体育館 佐野  神谷  松本 松本  小枝  小林 早坂  木下  諌山 三輪  杉山  石嶋

田中  大橋  渡辺 北村  斉藤  橋本 山岸  　　  　　 横山  服部  　　

（東京都） 東京都A　 大阪府 愛知県 神奈川県
監督  竹内ヒロ子 監督　山口　博 監督　細野節子 監督　斉藤久子

H5 土田  佐藤  前田 北原  山口  宮崎 田中  松本  太田 津田  遠藤  知念

8/24 西野  渡辺  矢代 廣瀬   林    佐伯 服部  野中  山本 田代  佐野  伊藤

　東京体育館 小守  内田   蓑  上辻  兼田  辻本 道家  細野  　　 永井  渡辺  清水

～

札幌ﾊﾟｰﾙｸﾗﾌﾞ 浦和あすなろｸﾗﾌﾞ ミラクル 宝塚ｸﾗﾌﾞ
（北海道） （埼玉） （山口） （兵庫）

監督　島中玲子 監督　清水公子 監督　長峰恵子 監督　井上利子

8/26 伊東  芝山  門馬 清水  村山  内野 守田  松永  本竹 井上  乃美  天野

鈴木  東度  坂下 室田  岡田  冨田 山中  中村  長嶺 天野  小林  寺本

小南  　　  　　 岡本  佐藤  萩野 村上  河村  山田 西山  酒巻  三木

（愛知県） 東京都　 愛知県A 奈良県 兵庫県
監督  竹内ヒロ子 監督　細野節子 監督　滝本弘子 監督　安田綾子

H6 土田  佐藤利  松村 横山  門間  田中 北尾  南浦  上田 野崎  入口  山下

7/29 前田  佐藤和 宮本 松本  太田  服部 大門  土井  土庵 宿里    岸   西川

　名古屋市 小守  内田  田中 山本  野中  道家 川前  児玉  板谷 服部  牧野  井上

～
　　総合体育館 双　葉 下松ホワイト 札幌ウイング 飛鳥ｸﾗﾌﾞ

（愛媛） （山口） （北海道） （千葉県）

監督　長井雪子 監督  柳橋ひとみ 監督　大同君枝 監督　小林陽子

7/31 長井   秦   飯尾 飴谷  池田  河村 白木  加藤  高坂 岡村  倉田  茂木

伊藤  白石  松永 藤田  柳橋  松村 阿部  神戸  小笠原 鯨井  竹村  菊池

本田  小寺  阿賀田 磯村  清水  谷広 水上  高山  　　 青柳  塩崎  　　

（長崎県） 大阪府 東京都 千葉県 北海道
監督　村井広美 監督 竹内ヒロ子 監督 小野田芳美 監督　島中玲子

H7 北原  植野  山口 佐藤  土田  谷垣 内田  星野  伊嶋 島中  菅原  石橋

7/25 宮崎   林    松田 西野  渡辺  前田 田辺  北島  大村 永井  遠藤  末松

　長崎県立 金谷   糀    児玉 小守  篠原  服部 塚本  安彦  山本 杉山  山口  米重

～

　　　総合体育館 浦和あすなろ A･A ラブリーズ 札幌シーガル
　長崎 （埼玉） （福岡） （茨城） （北海道）

　市民体育館 監督　清水公子 監督　脇本英子 監督 浅間恵美子 監督　山口菊枝

7/27 富田  岡本  内野 脇本  田代  谷脇 浅間　阿部　福地 加藤  河西  十倉

佐藤  清水  室田 梅田  樋口  武藤 塙　　深谷　吉田 長谷川  奈良 高橋

村山  岡野  　　 秋山  　　  　　 小林  萩野谷    角掛  丹羽  阿部

12

３　位準優勝優　勝

クラブ対抗
36（322）

11

13

クラブ対抗
34（271）

都道府県対抗
37（322）

10

年
月日

回
数

都道府県対抗
35（286）

都道府県対抗
36（319）

クラブ対抗
39（343）

都道府県対抗
40（353）

クラブ対抗
39（339）



（開催地） 都道府県対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

会　　場 クラブ対抗
参加ﾁｰﾑ数（人数）

（島根県） 大阪府 千葉県 神奈川県 東京都
監督　村井広美 監督　時田正美 監督　斉藤久子 監督  竹内ヒロ子

H8 植野　山口　松本 星野  米沢  円藤 田代  清水  福永 佐藤  土田  宮森

7/26 　くにびき 宮崎　北原　　林 伊嶋  田辺  佐藤 佐藤  津田  遠藤 渡辺  西野  大久保

　　　　メッセ
中井  児玉  西野 安彦  塚本  鈴木 知念  粟野  梅田 小守  織田  服部

～

西条ﾊﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ 函館BLC フレンド’84 清水ｸﾗﾌﾞ
　松江市 （愛媛） （北海道） （東京） （大阪）

　　総合体育館 監督　小橋和子 監督　後藤英子 監督　切替洋美 監督　西村一二美

7/28 小橋  松木  可児 本間  安田  山口 大庭  高橋  姉崎 諫山  井上  大本

曽我部  青野  佐伯 池田  水上  後藤 坂井  斉藤  久保 木田  木下  松宮

永井　    　　  蔦森  野村  徳田 山本  神尾  西川 土屋  山本  早坂

（福島県） 大阪府 新潟県 東京都 愛知県
監督　村井広美 監督　小野和子 監督　池田公子 監督　細野節子

H9 　郡山 福田  植野  宮崎 小野  長島  堀川 西山  上田  宮森   霜    門間  田村

7/25 　　総合体育館 北原   林    山口 森畑  安達  南雲 土田  佐藤  宮崎 堀尾  森川  太田

　郡山西部 御前  中井  児玉 茂沢  竹内  三浦 宮本  小守  織田 池田  森本  山本

～

　　　　体育館 A･A 滝川ﾏﾏさんｼｬﾄﾙｽﾞ 三原ｸﾗﾌﾞ 勝栄ｸﾗﾌﾞ
　郡山西部 （福岡） （北海道） （広島） （熊本）

監督　脇本栄子 監督　前田静枝 監督　館野正子 監督　吉村静子

7/27 　第２体育館 脇本  梅田  田代 高谷  吉森  佐藤 館野  吉田    沖 吉村  山本  冨田

　ｻﾝﾌﾚｯｼｭ郡山 西村  秋山  谷脇 皆木  光山  山本 大谷  福永  土井 佐藤  森下  本田

郡山ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ
仁田原  川上  樋口 大坂  　　  　　 向井　仲　　北倉 江川  倉田  　　

（東京都） 東京都　 埼玉県 神奈川県 大阪府
監督 竹内ヒロ子 監督　野沢圭子 監督　斉藤久子 監督　村井広美

H10 西山  上田  松村 合田  渡辺  青島 佐藤き  津田  内藤 福田  石崎  松本

7/29 　東京都 土田  佐藤  宮森 小林  小島  増田 佐藤正   知念  田代 宮崎   林    山口

　町田市市立  西野  渡辺   宮本 清水  室田  早坂 伊藤  早坂  福永 御前  木田  西野

～
　総合体育館 双　葉 四日市ｸﾗﾌﾞ 若菜ｸﾗﾌﾞ

（愛媛） （三重） （千葉）

監督　長井雪子 監督　秋山陽子 監督　仲田泰子

7/31 長井　　秦　伊藤 堀　　秋山　川口 沢辺  松本  篠崎

白石  松永  本田 水野  伊藤  加藤 工藤  石井  渡部

加藤  阿賀田  権田 松谷  藤田  神田 鈴木  中川  柴崎

（香川県） 東京都　 千葉県 埼玉県 熊本県
監督 竹内ヒロ子 監督  小野田芳美 監督　野沢圭子 監督　杉山登久

H11 上田  清水  宮崎 久保  小林  松崎 合田  渡辺  村田 田中早 田中雅 木村妙

7/23 　高松市 土田  佐藤  西山 佐藤  滝沢  米沢 小林  小島  三浦 木村ゆ  倉満  福島

　　総合体育館
渡辺  西野  宮本 鈴木  仲田  大野 前田  浅越  早坂 梅崎  友田  杉山

～

　高松市市民 清水ｸﾗﾌﾞ フレンズ’92 岡崎ﾌｪﾆｯｸｽ 永井BC

　　　文化ｾﾝﾀｰ （大阪） （千葉） （愛知） （岡山）

監督　早坂紀子 監督  西澤芙紗子 監督　田中陽子 監督　未包唯子

7/25 　坂出市立 大木  早坂  兼田 北村  東出  豊田 加藤  大橋  神谷 末包  浅野  藤本

　　　体育館 井上  木下  松宮 竹内  川本  舘島 西山  矢間  上田 藤沢  岩井  大河

是澤  土屋  古賀 有馬  西澤  　　 河原  佐野  吉永

３　位

14

回
数

年月
日

15

16

17

クラブ対抗
44（384）

都道府県対抗
40（352）

都道府県対抗
40（354）

都道府県対抗
43（374）

準優勝優　勝

クラブ対抗
40（350）

都道府県対抗
40（347）

クラブ対抗
44（367）

クラブ対抗
43（364）
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