
大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
令和4年度 大阪総合バドミントン選手権大会 ３０男子単 島 崇晃 小川 聡一朗 谷 直樹 門田 泰司 　１１

2022.05.22 (鴨谷グース) (じんれい会ＢＣ) (大阪フェニックス) (気まぐれシャトル)

東大阪市立総合体育館 ３５男子単 松尾 信幸 伊藤 雅俊 田渕 太一 平尾 亮 　１２
(瓜破西ＳＳＣ) (友鳩サークル) (ａｓ) (箕面クラブ)

４０男子単 木村 寛 鷹羽 宏治 植田 悟 齋藤 彰 　９
(大阪府教職連) (Ｙ ＣＬＵＢ) (ＯＨＨＡＭＡ) (大阪ガス)

４５男子単 林 潤一 長谷川 敏之 堀田 又治 椎屋 美律生 　１１
(大阪フェニックス) (ＯＨＨＡＭＡ) (ＭＩＺＵＮＯ) (阪急電鉄)

５０男子単 大井 貴夫 山岸 巌郎 仁科 晃一 真野 功 　１０
(大阪ガス) (ＯＨＨＡＭＡ) (ＳＢＣ) (ＨＩＷＡＫＡＩ)

５５男子単 正岡 毅 棟居 長行 田中 隆行 黒田 勝巳 　２１
(ＨＩＷＡＫＡＩ) (ＰＬＥＮＴＹＧＬＯＢＡＬＬＩＮＸ) (ＰＬＥＮＴＹＧＬＯＢＡＬＬＩＮＸ) (大阪フェニックス)

６０男子単 楠本 直樹 林田 庄一 長山 武弘 妙中 直之 　７
(豊中クラブ) (北清水クラブ) (パナソニック) (じんれい会ＢＣ)

６５男子単 松口 金彦 那須 哲太郎 橘 功章 　４
(ＩＬＬＣ) (パナソニック) (ＯＳＬ)

７０男子単 宮崎 晶夫 高田 真一郎 伊藤 義次 原 健 　４
(じんれい会ＢＣ) (友鳩サークル) (大阪府実連) (ＨＩＷＡＫＡＩ)

７５男子単 杉谷 義明 酒井 正博 姫野 欣也 松田 勝之 　４
(九中クラブ) (鴨谷グース) (パナソニック) (Ｎ＆Ａ)

３５女子単 吉倉 桂子 大久保 聖子 　４
(桜ヶ丘クラブ) (Ｙ ＣＬＵＢ)

４０女子単 御前 美希 上山 あずみ 山崎 悦子 宮崎 恵美子 　５
(豊中シスターズ) (Ｙ ＣＬＵＢ) (おはようゴリラ) (北清水クラブ)

５０女子単 有田 明希子 小笠原 明子 宮坂 佐織 　３
(大阪フェニックス) (西クラブ) (鴨谷グース)

５５女子単 岡森 美智子 小髙 由香 奈佐 恵 　５
(ＡＮＧＥＬ) (Ｗａｋｏｕ Ｃｌｕｂ) (ＰＬＥＮＴＹＧＬＯＢＡＬＬＩＮＸ)

令和4年度 大阪総合バドミントン選手権大会

三　位



大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
令和4年度 大阪総合バドミントン選手権大会 一般男子単 植田 将成 川畑 史吹 山形 章悟 小高 拓也 　８７

2022.06.11 (ＷＡＫＯＫＡＩ) (東大阪大学柏原) (ＷＡＫＯＫＡＩ) (ＷＡＫＯＫＡＩ)

おおきにアリーナ舞洲 一般女子単 岩城 杏奈 古根川 美桜 木山 琉聖 重山 智佳 　４２
(四天王寺高等学校) (四天王寺高等学校) (四天王寺高等学校) (ＰＬＥＮＴＹＧＬＯＢＡＬＬＩＮＸ)

一般混合複 馬場 浩市 寺脇 慎悟 池田 圭吾 杉本 陽太 　１４
徳岡 玲奈 林谷 真奈 仲井 杏花里 結城 杏
(ＲＡＣＲＥ･大阪バドミントンカレッジ) (ＲＡＣＲＥ･ＰＬＥＮＴＹＧＬＯＢＡＬＬＩＮＸ) (ＲＡＣＲＥ･関西大学) (ＲＡＣＲＥ･大阪バドミントンカレッジ)

３０混合複 荒川 一真 川村 隼斗 米田 勝彦 松見 勇樹 　１３
松本 茜 山中 千里 小髙 詩歩 髙田 沙織
(ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ･枚方殿一クラブ) (ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ･ＧＡＮＢＡＲＯ) (ａｓ･ＳＣＲＡＴＣＨ) (ＭＩＺＵＮＯ･ＳＣＲＡＴＣＨ)

３５混合複 髙田 有佑 喜來 順司 小島 裕史 三ケ田 洋祐 　１１
岡崎 紗代 布目 沙矢香 山岸 美和 番 仁美
(ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ･相生クラブ) (ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ･ＣＡＲＲＯＴ ＣＬＵＢ) (ＳＰＩＮＮＩＮＧ ＲＡＣＫＥＴＳ･ＯＨＨＡＭＡ) (ＫＡＮＳＡＩ ＣＬＵＢ･ＢＩＧＳ)

４０混合複 古川 裕輔 外山 忍 岡田 淳 安倍 誠 　１３
古川 静香 外山 知子 草薙 美幸 安倍 希代美
(大阪府実連) (津田クラブ･池田クラブ) (相生クラブ･ＣＡＲＲＯＴ ＣＬＵＢ) (ＳＯＢ)

４５混合複 土屋 貴孝 鈴江 啓彦 有田 浩史 摺崎 育 　１６
橋ノ口 佳枝 早野 美幸 有田 彩子 畑内 規子
(大阪府教職連･ＳＯＢ) (北清水クラブ･Ａ・Ｔ・Ｍ) (大阪フェニックス) (チーム夜宴･ＴＷＢ)

５０混合複 岩津 寿茂 辻本 一夫 徳田 喜芳 米野 貴之 　１６
辻 貴子 脇 緑 保田 真由美 横井 栄子
(Ａ．Ｔ．Ｍ･大阪府実連) (大阪フェニックス･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (鴨谷グース･泉ヶ丘) (中之島クラブ･Ａ・Ｔ・Ｍ)

５５混合複 岡 秀人 矢野 勝久 古園 宏洋 松井 重夫 　５
上村 広子 竹田 朋子 板倉 恵子 松井 美之
(西クラブ･Ａ．Ｔ．Ｍ) (池田クラブ) (Ｒｅｄ Ｓｈｕｔｔｌｅ･中之島クラブ) (ＣＨＵＯ ＨＯＭＥ)

６０混合複 中村 雅次 石崎 一男 楢崎 博 作田 健 　８
秋山 とよ 石崎 有紀子 長尾 真知子 梅津 ルリ子
(Ｒｅｄ Ｓｈｕｔｔｌｅ･ＳＢＣ) (北清水クラブ･ＨＯＴＣＨＫＩＳＳ) (Ｂｏｃｈｉ Ｂｏｃｈｉ･ＯＨＨＡＭＡ) (ＴＷＢ)

６５混合複 中西 修 明野 寿 戸田 昌和 松浪 新治 　４
森田 須賀子 井上 みどり 万代 比登美 松田 久弐子
(鴻池組･泉ヶ丘) (大阪府実連･フレンドリークラブ) (Ｒｅｄ Ｓｈｕｔｔｌｅ･ＴＷＢ) (ＳＢＣ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ)

令和4年度 大阪総合バドミントン選手権大会

三　位



大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
令和4年度 大阪総合バドミントン選手権大会 一般男子複 犬嶋 宏介 藤井 一貴 川原 祥人 渡邉 健人 　５７

2022.06.12 野村 波輝 上田 竜也 柴田 陽登 祢占 翔士騎
おおきにアリーナ舞洲 (東大阪大学柏原) (ＴｒｉｃｋｙＰａｎｄａｒｓ) (ＴｒｉｃｋｙＰａｎｄａｒｓ) (近畿大学)

一般女子複 中村 優里 岩城 杏奈 村上 晃 古根川 美桜 　３４
石澤 未夢 玉木 亜弥 塚本 あゆみ 木山 琉聖
(ＰＬＥＮＴＹＧＬＯＢＡＬＬＩＮＸ) (四天王寺高等学校) (ＰＬＥＮＴＹＧＬＯＢＡＬＬＩＮＸ) (四天王寺高等学校)

３０男子複 尾崎 拓矢 佐藤 良太 浦川 圭太郎 白井 暢一 　８
田原 暢人 門田 泰司 藤澤 昌隆 田中 健太
(箕面クラブ) (ＷＩＮＧＳ･気まぐれシャトル) (もみじ会･箕面クラブ) (ＳＯＢ)

３５男子複 岡田 淳 川村 隼斗 藤田 岳志 小島 裕史 　１１
佐海 健太 髙田 有佑 喜來 順司 三ケ田 洋祐
(相生クラブ･ＫＡＮＳＡＩ ＣＬＵＢ) (ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ) (三国クラブ･ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ) (ＳＰＩＮＮＩＮＧ ＲＡＣＫＥＴＳ･ＫＡＮＳＡＩ ＣＬＵＢ)

４０男子複 船本 貴之 山中 健一 鷹羽 宏治 八田 啓利 　５
森本 賢司 茶木 勇博 大久保 正信 福田 裕二
(北清水クラブ) (ＢＩＧＳ･Ｇｒａｎｓｈｕｔｔｌｅｓ) (Ｙ ＣＬＵＢ) (Ｎ＆Ａ)

４５男子複 有田 圭一 有田 浩史 土屋 貴孝 柳村 晃央 　１５
林 潤一 虻川 友光 荒木 直人 金澤 一十百
(大阪フェニックス) (大阪フェニックス･三国クラブ) (大阪府教職連･ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ) (ＳＢＣ･大阪フェニックス)

５０男子複 岩津 寿茂 粟飯原 知 長谷 浩道 高橋 康司 　１１
米野 貴之 木村 好徳 見市 幸司 辻本 一夫
(Ａ・Ｔ・Ｍ･中之島クラブ) (チーム夜宴･ＳＰＩＮＮＩＮＧ ＲＡＣＫＥＴＳ) (パナソニック) (大阪フェニックス)

５５男子複 見市 昌弘 田中 一寛 田中 隆行 矢野 勝久 　１０
寺尾 学 上地 稔 棟居 長行 黒田 勝巳
(ＨＩＷＡＫＡＩ･ＫＡＥＲＵＤＡＮ) (大阪フェニックス) (ＰＬＥＮＴＹＧＬＯＢＡＬＬＩＮＸ) (池田クラブ･大阪フェニックス)

６０男子複 中西 修 松本 隆 松屋 義明 林田 庄一 　９
宮本 芙士夫 長山 武弘 野呂 裕紀 石崎 一男
(鴻池組･ＩＬＬＣ) (大阪府実連･パナソニック) (もみじ会･Ｎ．Ｇ．Ｈ．) (北清水クラブ)

６５男子複 川前 明裕 弓削 義雄 西上 徹 那須 哲太郎 　６
松口 金彦 中野 隆夫 中村 雅次 中角 好男
(大阪フェニックス･ＩＬＬＣ) (ＮＡＫＡＹＯＳＨＩ ＰＯＷＥＲＳ) (Ｒｅｄ Ｓｈｕｔｔｌｅ) (パナソニック)

７０男子複 高田 真一郎 原 健 伊藤 義次 山川 正一 　４
手島 克利 島田 耕二 川本 正明 山田 敏勝
(友鳩サークル･鴨谷グース) (ＨＩＷＡＫＡＩ･Ｙ ＣＬＵＢ) (大阪府実連･ＳＨＡＲＰ) (パナソニック･さくら)

３０女子複 松本 茜 山中 千里 石崎 晶子 関和 瞳 　１１
巽 沙耶 岡崎 紗代 正木 遥 鳥居 あすか
(枚方殿一クラブ･ＧＡＮＢＡＲＯ) (ＧＡＮＢＡＲＯ･相生クラブ) (北清水クラブ･ＧＡＮＢＡＲＯ) (ＩＬＬＣ)

３５女子複 若杉 文音 草薙 美幸 谷山 みお 丹原 香織 　１０
船内 奈津美 布目 沙矢香 青木 梓穂子 森本 佳香
(枚方殿一クラブ) (ＣＡＲＲＯＴ ＣＬＵＢ) (Ｒ・Ｈ・Ｋ･天然素罪) (枚方殿一クラブ･北清水クラブ)

４０女子複 濱上 由紀 栗栖 真弓 黒木 由希 恵良 恵 　１６
御前 美希 明地 晴菜 安倍 希代美 森 亜樹
(桜ヶ丘クラブ･豊中シスターズ) (清水クラブ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (Ｒ・Ｈ・Ｋ･ＳＯＢ) (ＮＡＫＡＹＯＳＨＩ ＰＯＷＥＲＳ)

４５女子複 大輪 忍 古川 幸恵 柳原 真理子 森藤 多希子 　１６
山岸 美和 大丸 奈智 八島 友子 真鍋 智子
(ＯＨＨＡＭＡ) (鴻池組) (あいＣＬＵＢ･ＰＬＥＮＴＹＧＬＯＢＡＬＬＩＮＸ) (守口東部･ジュピター)

５０女子複 成平 薫 辻 貴子 利川 三貴 山内 菊子 　１５
竹田 由美子 山田 充子 希有 ユミ子 塚原 忍
(門真クラブ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (大阪府実連･ＮＥＯ ＣＬＵＢ) (大阪フェニックス･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (清水クラブ)

５５女子複 山下 恵美子 東郷 仁美 板倉 恵子 生田 陽子 　６
松本 美和 阪東 近子 和田 美保 畠山 桂子
(Ｗａｋｏｕ Ｃｌｕｂ･鴨谷クラブ) (茨木クラブ) (中之島クラブ) (枚方殿一クラブ)

６０女子複 井上 みどり 秋山 とよ 増田 万巳 山本 一美 　５
松本 サキ子 長尾 真知子 坂下 伊佐子 金田 智惠子
(フレンドリークラブ･神津クラブ) (ＳＢＣ･ＯＨＨＡＭＡ) (平野クラブ) (フレンドリークラブ)

６５女子複 徳田 アツ子 槙村 芳子 中嶋 静 古賀 千悦子 　６
森田 須賀子 真鍋 稔乃 森永 恭子 土屋 記巳子
(神津クラブ･泉ヶ丘) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (高嶺クラブ) (ＧＡＮＢＡＲＯ)

７５女子複 吉田 玲子 上辻 通代 伊村 孝子 兼田 公子 　４
大川 順子 森島 静子 赤枝 萬里子 高澤 節巳
(せっつクラブ) (ミルキーズ･弥生クラブ) (神津クラブ･富田林) (清水クラブ･フレンドリークラブ)

三　位
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