第36回大阪府小学生バドミントン選手権大会 ダブルスの部 成績一覧表

種目

参加数

優勝

準優勝

第三位

6年生以下男子の部

12

宇治 巧登(大東ｼﾞｭﾆｱ)
大出 竜輝(松原Badminton Jr)

白井 拓海(TNBCｼﾞｭﾆｱ)
三坂 諒士(ｺﾏﾂJr)

長谷川 泰誠(吹田ｼﾞｭﾆｱコンドル)
岡田 岳大(吹田ｼﾞｭﾆｱコンドル)

宇田 裕紀(瓜破西SSC)
福田 幸一(瓜破西SSC)

6年生以下女子の部

30

曽根 結子(瓜破西SSC)
福本 真恵七(瓜破西SSC)

小野 美晴(瓜破西SSC)
徳岡 梨々香(瓜破西SSC)

植村 理央(大東ｼﾞｭﾆｱ)
藤井 史織(大東ｼﾞｭﾆｱ)

明地 七海(瓜破西SSC)
亀野 日葵(松原Badminton Jr)

5年生以下男子の部

8

河村 翼(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ)
甲斐 清太朗(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ)

佃 伊織(大東ｼﾞｭﾆｱ)
宇治 夢登(大東ｼﾞｭﾆｱ)

伊藤 琳祐(大東ｼﾞｭﾆｱ)
中原 玲(大東ｼﾞｭﾆｱ)

堀田 英斗(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ)
越川 輝(四條畷学園小学校)

5年生以下女子の部

13

西川 瑠七(大東ｼﾞｭﾆｱ)
山中 万鈴(大東ｼﾞｭﾆｱ)

中西 智咲(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ)
福嶋 くるみﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ)

永守 朱里(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ)
豊山 紗希(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ)

山岸 葉月(瓜破西SSC)
明地 陽菜(瓜破西SSC)

初心者Aブロック(５・６年生男子①)

11

髙本 晴輝ﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ)
浜村 龍伍ﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ)

徳山 東吾(中央B.C.)
入江 悠太郎(中央B.C.)

島本 陽向(喜連東ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)
中野 縁章(喜連東ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

中川 翔太(四條畷ｼﾞｭﾆｱ)
寺岡 駿一(四條畷ｼﾞｭﾆｱ)

初心者Ｂブロック(５・６年生男子②)

10

山田 麟(上之島ｼﾞｭﾆｱ)
畑山 彩瑛(上之島ｼﾞｭﾆｱ)

山下 純(ﾔﾏﾋｻｸﾗﾌﾞ)
小笠原 咲花(ﾔﾏﾋｻｸﾗﾌﾞ)

藤原 竜也(喜連東ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)
宮﨑 春輝(喜連東ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

岩井 斉也(HJBC)
斉藤 樹(HJBC)

初心者Cブロック(６年生女子①)

12

喜多村 茜(上之島ｼﾞｭﾆｱ)
五枝 結菜(上之島ｼﾞｭﾆｱ)

山口 彩佑(安立B･C)
登 成美(安立B･C)

浅野 玲奈(吹田ｼﾞｭﾆｱコンドル)
松尾 千紗都(吹田ｼﾞｭﾆｱコンドル)

楠元 あゆみ(喜連東ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)
籔根 歩美(喜連東ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

初心者Dブロック(６年生女子②)

12

八木 穂ノ香(上之島ｼﾞｭﾆｱ)
相原 のどか(上之島ｼﾞｭﾆｱ)

中川 桜(TNBCｼﾞｭﾆｱ)
高橋 美帆(TNBCｼﾞｭﾆｱ)

荻野 萌奈(北山田小学校)
津田 優美香(北山田小学校)

白井 咲穂(桃山台小学校)
高見 舞(桃山台小学校)

初心者Eブロック(６年生女子③)

12

奥平 みさと(田川ｼﾞｭﾆｱ)
河野 千尋(田川ｼﾞｭﾆｱ)

岡崎 阿寿加(松原Badminton Jr)
竹川 知緒(松原Badminton Jr)

山崎 美桜(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ)
辻川 真惟子(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ)

松本 珠実(上之島ｼﾞｭﾆｱ)
中橋 海音(上之島ｼﾞｭﾆｱ)

初心者Fブロック(５年生女子①)

12

玉渕 楓香(四條畷ｼﾞｭﾆｱ)
野田 ちより(四條畷ｼﾞｭﾆｱ)

網干 朱音(大東ｼﾞｭﾆｱ)
伊藤 妃香瑠(大東ｼﾞｭﾆｱ)

出口 果歩(T&Aｼﾞｭﾆｱ)
山崎 華乃(T&Aｼﾞｭﾆｱ)

鈴木 悠初(HJBC)
中原 瑞穂(HJBC)

初心者Gブロック(５年生女子②)

11

阪口 かの(田川ｼﾞｭﾆｱ)
小片 さくら(田川ｼﾞｭﾆｱ)

北村 実夏(上之島ｼﾞｭﾆｱ)
吉原 みつき(上之島ｼﾞｭﾆｱ)

堀木 歩美(桃山台小学校)
山本 里菜(桃山台小学校)

吉見 優里(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ)
松本 留奈(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ)

初心者Hブロック(４年生男子)

10

石田 陽輝(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ)
新居 樹(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ)

金井 智輝(桃山台小学校)
礒村 太一(田川ｼﾞｭﾆｱ)

高見 仁大(CBCｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)
郷田 龍成(CBCｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

剣持 旭(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ)
吉永 凪歩(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ)

初心者Iブロック(４年生女子①)

10

大沼 未怜(東小橋子ども会)
大西 瑞穂(東小橋子ども会)

橋本 莉奈(四條畷ｼﾞｭﾆｱ)
三浦 佳南(四條畷ｼﾞｭﾆｱ)

寺井 菜桜(高槻AJBC)
田中 柚衣(高槻AJBC)

原口 朋花(吹田南小学校)
藤村 風寧(吹田南小学校)

初心者Jブロック(４年生女子②)

10

吉田 琴美(松原Badminton Jr)
伊藤 愛瑠(CBCｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

金住 莉保(東小橋子ども会)
幡中 文音(東小橋子ども会)

門脇 楓華(田川ｼﾞｭﾆｱ)
松川 陽香(田川ｼﾞｭﾆｱ)

田邊 奈都菜(山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ)
早岡 七海(山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ)

初心者Kブロック(４年生女子③)

9

中西 千晶(東小橋子ども会)
上小牧 七々海(東小橋子ども会)

楫 千夏(桃山台小学校)
小池 結惟(桃山台小学校)

上林 瑞希(吹田南小学校)
露口 瑠夏(吹田南小学校)

竹之内 咲希(田川ｼﾞｭﾆｱ)
面田 そら(田川ｼﾞｭﾆｱ)

初心者Lブロック(３年生以下①)

8

山城 柚季(大東ｼﾞｭﾆｱ)
野口 桜子(大東ｼﾞｭﾆｱ)

神山 和奏(CBCｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)
信根 悠里(CBCｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

西下 莉音(中央B.C.)
大下 舞衣子(中央B.C.)

松田 庸汰(東小橋子ども会)
森田 樂(東小橋子ども会)

初心者Mブロック(３年生以下②)

7

沼田 慧和(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ)
河村 翔(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ)

越本 凛音(吹田ｼﾞｭﾆｱコンドル)
平川 結友(吹田ｼﾞｭﾆｱコンドル)

田村 舞茅(四條畷ｼﾞｭﾆｱ)
岩城 杏奈(四條畷ｼﾞｭﾆｱ)

倉爪 泉綺(大東ｼﾞｭﾆｱ)
佐伯 美音(大東ｼﾞｭﾆｱ)

