
大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
2013年度　大阪総合バドミントン選手権大会（個人戦） 男子複 井谷 和弥 下農 走 坂中 賢太 川口 佳介 　６５
2013.05.25 高階 知也 常山 幹太 米田 賢司 櫻井 勝仁

舞洲アリーナ (トリッキーパンダース) (東大阪大学柏原高校) (近畿大学) (トリッキーパンダース)

女子複 森 みず穂 鈴木 智子 木下 侑梨恵 春木 真奈 　４２
今井 優歩 坂永 萌夏 佐々木 唯 木村 ゆかり
(四天王寺) (プレンティグローバルリンクス) (プレンティグローバルリンクス) (プレンティグローバルリンクス)

男子３０複 岡田 淳 山田 隆一 藤田 岳志 中川 貴仁 　２７
松下 文雅 舩岡 陽一郎 田渕 太一 丸野 進也
(ニッケグループゴーセン･相生クラブ) (相生クラブ) (三国クラブ･ａｓ) (ＨＩＷＡＫＡＩ)

男子３５複 有田 浩史 園部 隆伸 荒木 直人 鈴江 啓彦 　２５
虻川 友光 谷藤 準 小川 貴史 竹下 裕二
(大阪フェニックス･三国クラブ) (三国クラブ･童心クラブ) (ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ) (北清水クラブ)

男子４０複 有田 圭一 國信 建臣 前田 憲吾 岩津 寿茂 　１８
林 潤一 小山 顕 仁科 晃一 門野 聡
(大阪フェニックス･泉北バード) (ＡＴＭ･ＩＬＬＣ) (鴨谷グース･ＳＢＣ) (ＡＴＭ･Ｇｒａｎ Ｓｈｕｔｔｌｅｓ)

男子４５複 見市 昌弘 寺尾 学 田中 隆行 園部 一彦 　１２
正岡 毅 真野 功 棟居 長行 米田 祐治
(ＨＩＷＡＫＡＩ) (かえる団･ＨＩＷＡＫＡＩ) (プレンティグローバルリンクス) (大阪ガス･ウィングス)

男子５０複 早水 栄治 岡 充洋 楠本 直樹 生田 健一 　１５
宮本 芙士夫 伊藤 晃 佐野 享 後藤 徳章
(大阪ガス･ＩＬＬＣ) (ＳＢＣ･だぶるば～ど) (豊中クラブ･ＳＢＣ) (枚方殿一クラブ)

男子５５複 野牧 喜幸 川前 明裕 羽岡 貞一 西上 徹 　１２
幡野 幸夫 弓削 義雄 松重 惠三 中村 雅次
(ＳＯＢ･ＨＩＷＡＫＡＩ) (大阪フェニックス･ＮＡＫＡＹＯＳＨＩ ＰＯＷＥＲＳ) (ＢＥＡＲＳ･大阪府実連) (Ｒｅｄ Ｓｈｕｔｔｌｅ)

男子６０複 島田 耕二 山田 敏勝 森 映二 北出 隆 　９
原 健 江﨑 孝一 城口 民雄 東 寿一
(Ｙ ＣＬＵＢ･ＨＩＷＡＫＡＩ) (さくらＢＣ･ＴＷＢ) (ギースクラブ･九中クラブ) (Ｙ ＣＬＵＢ･ＭｉＤｏＲＩ ＢＣ)

男子６５複 竹下 幸男 辻 芳雄 西田 昭二 杉谷 義明 　４
岡本 哲男 有本 法夫 山下 敦 伊藤 英二
(北清水クラブ･ＨＩＷＡＫＡＩ) (中之島クラブ･Ｒｅｄ Ｓｈｕｔｔｌｅ) (大阪府実連･日立桜島) (九中クラブ･Ｒｅｄ Ｓｈｕｔｔｌｅ)

男子７０複 岡上 充仁 谷口 孝次 姫野 欣也 南 昌伍 　５
岡 国臣 四方 光市 片山 修治 梅田 芳治
(北清水クラブ･阪南クラブ) (九中クラブ･池田クラブ) (Ｐａｎａｓｏｎｉｃ Ｒ＆Ｄ･大阪府実連) (ＡＴＭ)

女子３０複 元木 千恵 山田 さやか 濵上 由紀 明地 晴菜 　１６
梶原 由妃 峰 希代美 西野 望 尾後 静香
(友鳩サークル) (友鳩サークル･ＳＯＢ) (桜ケ丘クラブ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ)

女子３５複 常井 理佐 柳原 真理子 砂川 佳菜子 福井 菜々子 　１２
岡田 順子 江田 清美 松本 成美 佐藤 明子
(桜ケ丘クラブ･清水クラブ) (あいＣＬＵＢ･ＩＬＬＣ) (茨木クラブ) (ＳＯＢ)

女子４０複 有田 明希子 保田 真由美 林田 美香 辻本 里江子 　１３
利川 三貴 上地 友佳子 小山 実香子 千菊 佳美
(大阪フェニックス) (泉ヶ丘･ＳＣＲＡＴＣＨ) (ＩＬＬＣ) (大阪フェニックス･ＳＣＲＡＴＣＨ)

女子４５複 竹田 由美子 片岡 千恵美 吉村 智子 井脇 和子 　１６
成平 薫 磯山 浩美 岸本 雅世 高見 美紀
(東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ･門真クラブ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (Ｙ ＣＬＵＢ･Ｗａｋｏｕ ＣＬＵＢ) (河内長野クラブ)

女子５０複 松本 美和 森田 須賀子 梅木 深雪 中島 洋子 　１１
山下 恵美子 西林 知子 永田 優子 青田 静香
(鴨谷クラブ･Ｗａｋｏｕ Ｃｌｕｂ) (泉ヶ丘･ふるーる) (ＯＳＬ･ＩＬＬＣ) (河内長野クラブ)

女子５５複 松本 サキ子 槙村 芳子 中嶋 静 広瀬 登喜子 　７
井上 みどり 井上 八重子 森永 恭子 常行 悦子
(神津クラブ･フレンドリークラブ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ･清水クラブ) (高嶺クラブ) (豊中シスターズ)

女子６０複 森元 惠子 大屋 正子 小谷 恵美子 　３
松田 久弐子 和中 多美子 和田 登美子
(東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (清水クラブ･ＧＡＮＢＡＲＯ) (高石クラブ･大東クラブ)

女子６５複 木田 美智子 上辻 通代 宮崎 恵美子 　３
岡田 宏美 三坂 照子 原田 奈緒美
(豊中シスターズ･熊取) (ＨＡＮＥクラブ･ＳＯＢ) (中之島クラブ)

女子７０複 高澤 節巳 伊村 孝子 小坂 薫 野村 広美 　４
兼田 公子 大川 順子 高野 久美子 喜多 京子
(フレンドリークラブ･清水クラブ) (神津クラブ) (四条畷クラブ･八尾クラブ) (ＯＨＨＡＭＡ)
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大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
2013年度　大阪総合バドミントン選手権大会（個人戦） 混合複 古川 静香 草薙 美幸 木村 ゆかり 松本 茜 　１４

2013.05.26 古川 裕輔 小林 寛哉 喜来 順司 工藤 和貴
舞洲アリーナ (ヨネックス･大阪府実連) (ＷｈｉｔｅＡｎｇｅｌ･トリッキーパンダース) (プレンティグローバルリンクス･三国クラブ) (ＳＣＲＡＴＣＨ･鴨谷グース)

男子単 下農 走 井谷 和弥 小倉 由嵩 常山 幹太 　１０４

(東大阪大学柏原高校) (トリッキーパンダース) (東大阪大学柏原高校) (東大阪大学柏原高校)

女子単 森 みず穂 若林 千織 木下 侑梨恵 結城 杏 　５３
(四天王寺) (四條畷学園高等学校) (プレンティグローバルリンクス) (四天王寺)

混合３０複 梶原 由妃 吉岡 久美子 峰 希代美 鈴木 明菜 　１５
岡田 淳 松井 充 安倍 誠 林 朝陽
(友鳩サークル･ニッケグループゴーセン) (大阪府実連･トリッキーパンダース) (ＳＯＢ) (熊取クラブ･熊のプーさん)

混合３５複 千菊 佳美 薦田 美幸 市井 真梨子 砂川 佳菜子 　１６
千菊 浩二 岩津 寿茂 野田 雅雄 水本 真作
(ＳＣＲＡＴＣＨ･泉北バード) (ＡＴＭ) (ＫＥＣＨＩＫＯＭＩ･泉北バード) (茨木クラブ･ＩＬＬＣ)

混合４０複 利川 三貴 有田 明希子 山中 珠美 吉崎 美香 　２１
田中 一寛 有田 圭一 國信 建臣 市井 隆文
(大阪フェニックス) (大阪フェニックス) (Ｗａｋｏｕ ＣＬＵＢ･ＡＴＭ) (ＣＨＵＯ ＨＯＭＥ･ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ)

混合４５複 林田 美香 奈佐 恵 岡森 美智子 徳田 敦子 　７
田中 隆行 棟居 長行 岡 充洋 佐野 享
(ＩＬＬＣ･プレンティグローバルリンクス) (プレンティグローバルリンクス) (エンジェル･ＳＢＣ) (鴨谷グース･ＳＢＣ)

混合５０複 松本 美和 吉田 恵子 小髙 由香 山下 恵美子 　１３
渋谷 誠一 佐藤 彰彦 肥田 玄一 島田 耕二
(鴨谷クラブ･弥生クラブ) (あいＣＬＵＢ･塩野義製薬) (Ｗａｋｏｕ ＣＬＵＢ･Ｙ ＣＬＵＢ) (Ｗａｋｏｕ ＣＬＵＢ･Ｙ ＣＬＵＢ)

混合５５複 森田 須賀子 田原 貞子 井上 みどり 土屋 記己子 　５
弓削 義雄 中野 隆夫 明野 寿 近藤 隆彦
(泉ヶ丘･ＮＡＫＡＹＯＳＨＩ ＰＯＷＥＲＳ) (河内長野クラブ･弥生) (フレンドリークラブ･大阪府実連) (ＧＡＮＢＡＲＯ･大阪ガス)

混合６０複 木田 美智子 松田 久弐子 和中 多美子 大屋 正子 　４
松村 禎之 松浪 新治 山田 敏勝 中村 和男
(豊中シスターズ･池田クラブ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ･ＳＢＣ) (ＧＡＮＢＡＲＯ･さくらＢＣ) (清水クラブ･畑田ボンバーズ)

混合６５複 渡辺 勝子 歌野 怜子 赤枝 萬里子 　３
杉谷 義明 伊藤 英二 姫野 欣也
(せっつクラブ･九中クラブ) (ＯＳＬ･Ｒｅｄ Ｓｈｕｔｔｌｅ) (富田林･ＰａｎａｓｏｎｉｃＲ＆Ｄ)

男子３０単 木村 寛 恵良 哲哉 青山 康寛 藤田 岳志 　２４
(大阪府教職員) (新日鐵住金製鋼所) (大阪フェニックス) (三国クラブ)

男子３５単 赤川 誠 荒木 直人 椎屋 美律生 堀田 又治 　１７
(Ｙ ＣＬＵＢ) (ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ) (阪急電鉄) (ミズノ)

男子４０単 林 潤一 永田 一郎 中島 啓之 仲田 真基 　１９
(泉北バード) (Ｙ ＣＬＵＢ) (ＯＨＨＡＭＡ) (池田クラブ)

男子４５単 正岡 毅 真野 功 佐藤 俊哉 中嶋 敏明 　１５
(ＨＩＷＡＫＡＩ) (ＨＩＷＡＫＡＩ) (阪急電鉄) (ミズノ)

男子５０単 楠本 直樹 大野 孝二 長山 武弘 藤原 勝美 　９
(豊中クラブ) (阪急電鉄) (パナソニックモノづくり本部) (友鳩サークル)

男子５５単 幡野 幸夫 野牧 喜幸 林田 庄一 中角 好男 　１４
(ＨＩＷＡＫＡＩ) (ＳＯＢ) (北清水クラブ) (パナソニック大阪)

男子６０単 山川 正一 宮崎 晶夫 北出 隆 原 健 　８
(パナソニックモノづくり本部) (じんれい会ＢＣ) (Ｙ ＣＬＵＢ) (ＨＩＷＡＫＡＩ)

男子６５単 岡本 哲男 東 寿一 竹下 幸男 酒井 正博 　５
(ＨＩＷＡＫＡＩ) (ＭｉＤｏＲＩ ＢＣ) (北清水クラブ) (鴨谷グース)

男子７０単 岡 国臣 谷口 孝次 四方 光市 畠中 芳雄 　４
(阪南クラブ) (九中クラブ) (池田クラブ) (大阪府実連)

女子３０単 御前 美希 上山 あずみ 保田 てるみ 　３
(豊中シスターズ) (ＦＩＯＲＥ) (エンジエル)
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