
大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
2018年度大阪総合バドミントン選手権大会 一般混合複 八木 将之 興梠 修平 吉村 健吾 荒川 一真 　１２
2018.05.20 在間 友香里 結城 杏 田中 美和 松本 茜

大阪府立臨海スポーツセンター (三国クラブ･天然素罪) (ＢＷＡＹ･大阪バドミントンカレッジ) (ＢＷＡＹ･大阪バドミントンカレッジ) (ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ･枚方殿一クラブ)

３０混合複 川村 隼斗 髙田 有佑 船本 貴之 恵良 哲哉 　８
波多 美左子 若杉 文音 大塚 沙織 奥田 久美子
(ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ･ＫＥＣＨＩＫＯＭＩ) (ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ･枚方殿一クラブ) (北清水クラブ･ＣＡＲＲＯＴ ＣＬＵＢ) (新日鐵住金･新コスモス電機)

３５混合複 園部 隆伸 名越 雅一 霜倉 健太 守屋 昌三弘 　８
門野 美代子 番 仁美 霜倉 陽奈 市井 真梨子
(ＢＩＧＳ･ＣＡＲＲＯＴ ＣＬＵＢ) (ＡＴＭ･ＢＩＧＳ) (ＳＰＩＮＮＩＮＧ ＲＡＣＫＥＴＳ･ＯＨＨＡＭＡ) (相生クラブ･ＫＥＣＨＩＫＯＭＩ)

４０混合複 有田 浩史 金澤 一十百 水本 真作 大見 康裕 　１６
有田 彩子 早野 美幸 砂川 佳菜子 市原 真美
(大阪フェニックス) (泉北バード･ＡＴＭ) (ＩＬＬＣ･茨木クラブ) (中之島クラブ･花園ウイングス)

４５混合複 岩津 寿茂 米野 貴之 有田 圭一 徳田 喜芳 　１６
希有 ユミ子 脇 緑 利川 三貴 保田 真由美
(ＡＴＭ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ．) (中之島クラブ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ．) (大阪フェニックス) (鴨谷グース･泉ヶ丘クラブ)

５０混合複 喜多 努 寺尾 学 後藤 徳章 古園 宏洋 　５
竹内 敦子 横井 栄子 酒井 素子 板倉 恵子
(大阪府教職員･ＨＩＷＡＫＡＩ) (ＫＡＥＲＵＤＡＮ･ＡＴＭ) (枚方殿一クラブ･枚方シャトルズ) (Ｒｅｄ Ｓｈｕｔｔｌｅ･中之島クラブ)

５５混合複 石崎 一男 岡 充洋 岸本 俊博 渡辺 潮二 　８
石崎 有紀子 森田 須賀子 西林 知子 木村 弥生
(北清水クラブ･清水クラブ) (ＳＢＣ･泉ケ丘クラブ) (ＳＢＣ･ふるーる) (Ｒｅｄ Ｓｈｕｔｔｌｅ･高石クラブ)

６０混合複 明野 寿 中村 雅次 山川 正一 近藤 隆彦 　８
井上 みどり 秋山 とよ 森永恭子 土屋 記己子
(大阪府実連･フレンドリークラブ) (Ｒｅｄ Ｓｈｕｔｔｌｅ･熊取クラブ) (パナソニック大阪･高嶺クラブ) (大阪ガス･ＧＡＮＢＡＲＯ)

６５混合複 山田 敏勝 松浪 新治 杉谷 義明 　３
藤井 五月 松田 久弐子 松川 邦江
(さくら･高嶺クラブ) (ＳＢＣ･東大阪ＭＢＣ) (九中クラブ･弥生クラブ)

三　位

2018年度大阪総合バドミントン選手権大会



大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
2018年度大阪総合バドミントン選手権大会 ５０男子複 見市 昌弘 田中 一寛 中嶋 敏明 神谷 省吾 　１６
2018.06.30 正岡 毅 上地 稔 喜多 努 森  陽一

大阪市立東淀川体育館 (HIWAKAI） (大阪ﾌｪﾆｯｸｽ） (MIZUNO・大阪府教職員） (SBC・SOB）
５５男子複 早水 栄治 楠本 直樹 松重 惠三 当山 哲司 　１２

宮本 芙士夫 佐野 享 岸本 俊博 養父 一太
(大阪ｶﾞｽ・ILLC） (豊中ｸﾗﾌﾞ・SBC） (大阪府実連・SBC） (大阪府教職員）

６０男子複 川前 明裕 明野 寿 近藤 隆彦 那須 哲太郎 　１０
松口 金彦 戸田 昌和 宮本 真吾 中角 好男
(大阪ﾌｪﾆｯｸｽ・ILLC） (大阪府実連・Red Shuttle） (大阪ｶﾞｽ・ILLC） (ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ大阪）

６５男子複 島田 耕二 田口 敏夫 山川 正一 高田 真一郎 　６
原 健 宮本 圭造 山田 敏勝 手島 克利
(Y CLUB・HIWAKAI） (DANDY・TWB） (ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ大阪・さくら） (友鳩ｻｰｸﾙ・鴨谷ｸﾞｰｽ）

７０男子複 岡  国臣 竹下 幸男 酒井 正博 ４
松浪 新治 岡本 哲男 松田 勝之
(阪南舞･ＳＢＣ) (北清水クラブ･ＨＩＷＡＫＡＩ) (鴨谷グース･Ｎ＆Ａ)

５０女子複 成平 薫 片岡 千恵美 坂口 ゆか 東郷 仁美 　１５
竹田由美子 磯山 浩美 金﨑 名月 阪東 近子
(門真ｸﾗﾌﾞ・東大阪M.B.C） (東大阪M.B.C） (四条畷ｸﾗﾌﾞ・大東ｸﾗﾌﾞ） (茨木ｸﾗﾌﾞ）

５５女子複 山下 恵美子 石崎 有紀子 吉田 恵子 市川 恵子 　９
松本 美和 沼田 晴代 森 美紀子 藪本 琴枝
(Wakou Club・鴨谷ｸﾗﾌﾞ） (清水ｸﾗﾌﾞ・東大阪MBC） (あいCLUB・岸和田ｸﾗﾌﾞ） (FIORE・池田ｸﾗﾌﾞ）

６０女子複 井上 八重子 槙村 芳子 中嶋 静 和中 多美子 　７
松宮 ﾏﾁ子 井田 登喜子 森永 恭子 土屋 記巳子
(清水ｸﾗﾌﾞ） (東大阪M.B.C・たちばなｸﾗﾌﾞ） (高嶺ｸﾗﾌﾞ） (ＧＡＮＢＡＲＯ)

７０女子複 大川 順子 吉田 玲子 兼田 公子 伊村 孝子 　４
木田 美智子 森島 静子 高澤 節巳 赤枝 萬里子
(せっつクラブ･如月クラブ) (せっつクラブ･弥生クラブ) (清水クラブ･フレンドリークラブ) (神津クラブ･富田林)

三　位

2018年度大阪総合バドミントン選手権大会（第2日目）



大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
2018年度大阪総合バドミントン選手権大会 一般男子複 宇治 巧登 松井 大晟 馬場浩市 興梠 修平 　４８
2018.07.14 佐野 大輔 吉野 貴亮 松尾涼平 寺脇 慎悟

岸和田総合体育館 (東大阪大学柏原高校) (近畿大学) (近畿大学) (ＢＷＡＹ)
一般女子複 春木 真奈 関矢 芽紅 宇都宮 茉佑 中野 愛梨 　４８

早川 紗保里 徳岡 梨々香 石澤 未夢 山田 千晴
(ＰＬＥＮＴＹ ＧＬＯＢＡＬ ＬＩＮＸ) (四天王寺高校) (ＰＬＥＮＴＹ ＧＬＯＢＡＬ ＬＩＮＸ) (関西大学)

３０男子複 岡田 淳 松下 文雅 西田 祐二 川村 隼斗 　２１
多谷 公志 松尾 信幸 岩田 圭介 髙田 有佑
(相生クラブ･ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ) (相生クラブ･瓜破西クラブ) (北清水クラブ) (ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ)

３５男子複 中村 寿史 小島 裕史 藤田 岳志 田中 大祐 　１３
櫻井 勝仁 野島 丈嗣 多田 亮太 恵良 哲哉
(Ｔｒｉｃｋｙｐａｎｄｅｒｓ) (ＳＰＩＮＮＩＮＧ ＲＡＣＫＥＴＳ･童心クラブ) (三国クラブ) (ＳＳＤＳ･新日鐵住金)

４０男子複 松井 充 竹下 裕二 歌野 一正 御前 和也 　１５
高橋 康司 鈴江 啓彦 林  朝陽 水本 真作
(Ｔｒｉｃｋｙｐａｎｄｅｒｓ･三国クラブ) (北清水クラブ) (ＯＨＨＡＭＡ･畷シャトルズ) (ＫＡＮＳＡＩ ＣＬＵＢ･ＩＬＬＣ)

４５男子複 有田 圭一 岩津 寿茂 國信 建臣 笹沼 章博 　２０
林 潤一 米野 貴之 小山 顕 内川 正章
(大阪フェニックス･泉北バード) (ＡＴＭ･中之島クラブ) (ＡＴＭ･ＩＬＬＣ) (Ｙ ＣＬＵＢ･なでしこ)

３０女子複 安倍 希代美 大塚 沙織 恵良 恵 髙田 沙織 　１４
末吉 都 布目 沙矢香 恵良 友里亜 細井 杏由美
(ＳＯＢ) (ＣＡＲＲＯＴ ＣＬＵＢ) (ＮＡＫＡＹＯＳＨＩ ＰＯＷＥＲＳ) (ＳＣＲＡＴＣＨ･ＫＥＣＨＩＫＯＭＩ)

３５女子複 松田 景子 那須 佳美 南口  由香 惠 あすか 　１１
鈴木 明菜 田中 千恵 西垣  さやか 長谷川 悠
(熊取クラブ) (ＨＲ．Ｃｏｍ) (鴨谷クラブ) (ＫＡＮＳＡＩ ＣＬＵＢ)

４０女子複 辻 貴子 出村 春美 草薙 美幸 古川 幸恵 　１３
宇野 真弓 橋ノ口 佳枝 市井 真梨子 砂川 佳菜子
(門真クラブ) (ＳＯＢ) (ＣＡＲＲＯＴ ＣＬＵＢ･ＫＥＣＨＩＫＯＭＩ) (鴻池組･茨木クラブ)

４５女子複 横内 真弓 有田 明希子 山中 珠美 好川 和美 　１６
脇 緑 上地 友佳子 大森 弘子 横井 栄子
(ＳＯＢ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (大阪フェニックス･ＳＣＲＡＴＣＨ) (Ｗａｋｏｕ Ｃｌｕｂ･Ｙ ＣＬＵＢ) (西クラブ･ＡＴＭ)

三　位

2018年度大阪総合バドミントン選手権大会（第３日目）



大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
2018年度大阪総合バドミントン選手権大会 一般男子単 福田 春樹 逢澤 良亮 寺井 彪真 大西魁 　６４
2018.07.28 (Ｔｒｉｃｋｙｐａｎｄｅｒｓ) (大阪府教職員) (東大阪大学柏原高校) (近畿大学)

枚方市立総合体育館 一般女子単 酒瀬川 美波 植村 理央 重山 智佳 橋尾 佳那 　６１
(ＰＬＥＮＴＹ ＧＬＯＢＡＬ ＬＩＮＸ) (四條畷学園高等学校) (ＰＬＥＮＴＹ ＧＬＯＢＡＬ ＬＩＮＸ) (アナン学園)

３０男子単 伊藤 雅俊 平尾 亮 塩野 純生 増山 勝也 　１４
(童心クラブ) (箕面クラブ) (三国クラブ) (童心クラブ)

３５男子単 植田 悟 齋藤 彰 藤田 岳志 朝田 高志 　１７
(Ｙ ＣＬＵＢ) (大阪ガス) (三国クラブ) (ＫＡＮＳＡＩ ＣＬＵＢ)

４０男子単 竹下 裕二 林 潤一 木村 寛 松井 充 　１８
(北清水クラブ) (泉北バード) (大阪府教職員) (Ｔｒｉｃｋｙｐａｎｄｅｒｓ)

４５男子単 市井 隆文 仲田 真基 山岸 巌郎 中島 啓之 　１６
(ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ) (池田クラブ) (ＯＨＨＡＭＡ) (ＯＨＨＡＭＡ)

５０男子単 田中 隆行 真野 功 長谷 浩道 小西 亮介 　２１
(ＰＬＥＮＴＹ ＧＬＯＢＡＬ ＬＩＮＸ) (ＨＩＷＡＫＡＩ) (パナソニック大阪) (シャトルメイト)

５５男子単 大野 孝二 楠本 直樹 藤原 勝美 斉藤 浩司 　８
(阪急電鉄) (豊中クラブ) (友鳩サークル) (大阪ガス)

６０男子単 松口 金彦 野牧 喜幸 那須哲太郎 中角 好男 　１４
(ＩＬＬＣ) (ＳＯＢ) (パナソニック大阪) (パナソニック大阪)

６５男子単 原 健 宮崎 晶夫 高田 真一郎 伊藤 義次 　５
(ＨＩＷＡＫＡＩ) (じんれい会ＢＣ) (友鳩サークル) (参天製薬)

７０男子単 岡本 哲男 東 寿一 酒井 正博 岡 国臣 　６
(ＨＩＷＡＫＡＩ) (ＭｉＤｏＲｉ ＢＣ) (鴨谷グース) (阪南舞)

３５女子単 山崎 悦子 御前 美希 橋詰 久美 宮崎 恵美子 　６
(おはようゴリラ) (豊中シスターズ) (Ｙ ＣＬＵＢ) (北清水クラブ)

４０女子単 宇野 真弓 福井 菜々子 草薙 美幸 八島友子 　７
(門真クラブ) (ＳＯＢ) (ＣＡＲＲＯＴ ＣＬＵＢ) (ＰＬＥＮＴＹ ＧＬＯＢＡＬ ＬＩＮＸ)

４５女子単 小笠原 明子 吉崎 美香 森山  滋美 石山 奈津子 　５
(西クラブ) (ＣＨＵＯ ＨＯＭＥ) (鴨谷クラブ) (枚方殿一クラブ)

５０女子単 谷 玉恵 岡森 美智子 奈佐 恵 堺 千寿子 　４
(堺商クラブ) (ＡＮＧＥＬ) (ＰＬＥＮＴＹ ＧＬＯＢＡＬ ＬＩＮＸ) (大阪府教職員)

三　位

2018年度大阪総合バドミントン選手権大会


