
大会名
平成28年11月23日 351名

種　　　目 優勝 準優勝 ３位 ３位

河村　翔 田辺　涼晴 三浦　晴人 吉岡　譜生

(南郷キューピット) (イーグレット) (枚方殿一ジュニア) (石切ジュニア)

白木　蓮太郎 岡副　夢誉 岩本　倫太郎 平井　翼

（枚方殿一ジュニア） （田原スマッシュＢＣ） （スマイルBC） （スマイルBC）

谷村　暖忠 山川　健介 網干　朋希

（イーグレット） （スマイルBC） （スマイルBC）

中村優希 龍見　京壱 宮本　拓実 藪川　十夢

（田原スマッシュＢＣ） （スマイルBC） （南郷キューピット） （曙川スマッシュ）

伊藤　妃香瑠 岩井　仁香 山口　　響 隈元　理央

(D☆ARMY) (D☆ARMY) (スマイルBC) (南郷キューピット)

吉岡　葉菜 阪田　遥夏 宮岡　千緒 坂　咲花

（D☆ARMY） （D☆ARMY） （スマイルBC） （D☆ARMY）

藤井　史穂 松本　晴愛 大田　羽 坂　奏花

（D☆ARMY） （D☆ARMY） （スマイルBC） （D☆ARMY）

池田　美和 西田　絵里依 牧野　妃彩 久保田　彩音

（南郷キューピット） （四條畷学園小） （四條畷学園小） （田原スマッシュＢＣ）

沼田　弥乘 池原　彩月 大田　紗羽

（南郷キューピット） （南郷キューピット） （スマイルBC）

高野　碧斗 金田　大輝 藤田　柊斗 橋本　錬

（スマイルBC） （スマイルBC） （スマイル　・田原） （スマイル　・田原）

亀井　楓雅 西村　篤人 出原　隆一郎 桑原　侑希

（南郷キューピット） （スマイル　・深野） （南郷キューピット） （南郷キューピット）

榎宮　颯良 森本　空凛 古川　香月 森本　凛空

（D☆ARMY） （四條畷学園小） （ＦＢＣ） （四條畷学園小）

藤本　桐生 江口　凌太 出原　雅行 中尾　暢

（イーグレット） （南郷キューピット） （南郷キューピット） （スマイル　・畷小）

古川　裕貴 山田　唯葉 山田　らん 平井　隼

（ＦＢＣ） （D☆ARMY） （上之島ジュニア） （スマイル　・畷小）

北田　美緒 神田　亜季 古田　りと 田中　美羽

（住道バドミントンクラブ） （スマイル　・田原） （スマイル　・田原） （スマイル　・諸福）

山川　瞳 谷村　陽菜 錦織　民花 三輪　結衣

（スマイル　・田原） （イーグレット） （スマイル　・畷小） （住道バドミントンクラブ）

長濱　陽南 野口　凜乃 北田　美月 三浦　礼

（南郷キューピット） （イーグレット） （住道バドミントンクラブ） （枚方殿一ジュニア）

佐野　衣茉莉 立田　絢歩 西別府　なずな 早田　涼香

（南郷キューピット） （ＯＳＡＫＡ　ＣＢＣ　Ｊｒ．） （南郷キューピット） （住道バドミントンクラブ）

皿谷　このみ 西　加菜衣 樋渡　穂花 中津　明優

（枚方殿一ジュニア） （イーグレット） （スマイルBC） （枚方殿一ジュニア）

伊藤　瑚々 西村　紋奈 山崎　愛菜 出来田　青葉

（イーグレット） （スマイルBC） （枚方殿一ジュニア） （四條畷学園小）

青山　瑞希 明浄　志保 山下　虹花 安西　萌

（曙川スマッシュ） （ＯＳＡＫＡ　ＣＢＣ　Ｊｒ．） （田原スマッシュＢＣ） （スマイル　・田原）

河村　翔 山口　　響 池原　小晴 岩井　仁香

河村　昌明 植村　昭彦 井手口　美奈 岩井　理

金住　蓮菜 出原　隆一郎 兼本　彩音 樋渡　優真

山口　志津 黒川　義人 辻　貴子 樋渡　紫織理

池田　美和 西村　光麗 網干　朋希 山田　らん

池田　亜矢子 宮岡　直子 稲葉　信子 山田　和博

藤井　史穂 岩本　倫太郎 隈元　理央 早田　涼香

藤井　奈央美 岩本　武弘 隈元　明日香 柏木　雅雄

沼田　弥乘 直塚　朱里 山田　唯葉 明浄　志保

沼田　智恵子 直塚　里江子 山田　幸子 明浄　忠晴

田辺　涼晴 大田　紗羽 中浦　佐和 北田　美緒

田辺　耕三 岩本　美奈 中浦　育子 北田　裕美

木原　樹 黒木　堅 味岡　らな 佐野　衣茉莉

木原　順二 黒木　裕貴 味岡　友和 佐野　康彦

野口　凜乃 今里　美咲 山下　虹花 新谷　綾乃

野口　真吾 今里　由美子 山下　智彦 森永　由希絵

平井　隼 久保田　彩音 河村　百音 野口　海惺

平井　静香 久保田　大 河村　佐智 野口　裕美

宮本　拓実 亀井　楓雅 立田　絢歩 小久保　樹

宮本　葉子 亀井　友加 立田　智津子 小久保　敦

-

-

１部　男子５年生（Bブロッ
ク）

１部　男子４年生（Cブロッ
ク）

１部　３年生以下男子（Dブ
ロック）

第４回 東部大阪ジュニア・ファミリーバドミントン大会　成績

大東市市民体育館　　　　　

１部　６年生男子（Aブロッ
ク）

２部　６年生男子（Kブロッ
ク）

２部　５年生男子（Lブロッ
ク）

１部　6年生女子（Eブロッ
ク）

１部　５年生女子（Fブロッ
ク）

１部　５年生女子（Gブロッ
ク）

１部　４年生女子（Hブロッ
ク）

１部　女子３年生以下（Jブ
ロック）

２部　６年生女子（Qブロッ
ク）

２部　６年生女子（Rブロック）

２部　５年生女子（Sブロック）

２部　４年生男子（Mブロッ
ク）

２部　３年生男子（Nブロッ
ク）

２部　２年生以下男女（Pブ
ロック）

大人と子どものダブルス（Jブロック）

大人と子どものダブルス（Kブロック）

大人と子どものダブルス（Cブロック）

大人と子どものダブルス（Dブロック）

大人と子どものダブルス（Eブロック）

大人と子どものダブルス（Fブロック）

大人と子どものダブルス（Gブロック）

大人と子どものダブルス（Hブロック）

２部　４年生女子（Vブロック）

２部　３年生女子（Xブロック）

２部　５年生女子（Tブロック）

２部　４年生女子（Uブロック）

大人と子どものダブルス（Aブロック）

大人と子どものダブルス（Bブロック）


