
期日 平成３０年１２月２３日（日）
場所 大東市民体育館
主催 大東市バドミントン連盟
協賛 バドミントンプロショップチャンプ 

（有限会社チャンプ ）

第３３回第３３回第３３回第３３回
大東オープンバドミントン大会大東オープンバドミントン大会大東オープンバドミントン大会大東オープンバドミントン大会



大会会長 大東市バドミントン連盟会長 品川  大介

大会委員長 大東市バドミントン連盟理事長 武田  文則

大会副委員長 大東市バドミントン連盟副理事長 中村　康正

総務委員長 大東市バドミントン連盟理事 銭谷　美智子

競技委員長 大東市バドミントン連盟理事 宇野　正太郎

審判長 大東市バドミントン連盟理事 黒川　義人

大会委員 大東市バドミントン連盟理事

長谷川　彰司 江口 公明 柏木 雅雄

佃　直樹 江口　由紀 黒川　ますみ

大波　章次 成平　薫 森永　由希絵

田村　浩 松本　隆 平井　直美

辻　貴子 植村　昭彦 沼田　智恵子

 競技上 ・ 審判上の注意

 競技上 ・ 審判上の注意 競技上 ・ 審判上の注意

 競技上 ・ 審判上の注意

１． 平成３０年度（公財）日本バドミントン協会競技規則ならびに本連盟運営規則に準じて行います。

２． 試合は、21点3ゲーム。延長なし。ただしファイナルのみ16点オールから。

  　　当日変更する場合があります。

３． 主審、線審はそれぞれでお願いいたします。

４． 試合数により、順位決定戦や交流戦があります。

５． 必ずしもタイムテーブルどおりとは限りませんので、放送をよく聞き試合の進行に

     十分注意願います。

６． 試合開始前には十分にアップを行い、怪我や事故の無いように注意下さい。

     事故については、応急手当は行いますが、以後の責任については負いかねます。

７． 優勝チームには賞状と副賞があります。

 

  

 一般上の注意

一般上の注意一般上の注意

一般上の注意

１． 貴重品は必ず各自で責任もって管理して下さい。

２． 体育館フロア内での飲食は禁止です。

３． ゴミは各自でお持ち帰りください。

４． 体育館内は禁煙です。喫煙は決められた場所でお願いします。

５． 駐車券のない車は体育館駐車場を利用できません。有料駐車場をご利用ください。

　　　開会式以降に来られる場合、一般の方も駐車場を使われるので、確保が難しい場合があります。

スケジュール

スケジュールスケジュール

スケジュール

大会役員

大会役員大会役員

大会役員

９時　　　　　　開会式（それまでに練習してもらえます。）

８時３０分　　受付開始
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第33回大東オープンバドミントン大会　　　平成３０年１２月２３日
１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート 10コート

MT1-A-1 MT1-A-2 MT1-B-1 MT1-B-2 WT2-A-1 WT2-A-2 WT2-B-1 WT2-B-2 WT3-A-1 WT3-A-2

WT1-1 WT1-2 MT1-A-3 MT1-A-4 WT3-B-1 WT3-B-2 WT3-C-1 WT3-D-1 MT2-A-1 MT2-B-1

MT1-B-3 MT1-B-4 WT1-3 WT1-4 MT3-A-1 MT3-B-1 WT2-A-3 WT2-A-4 WT2-B-3 WT2-B-4

MT1-A-5 MT1-A-6 MT1-B-5 MT1-B-6 WT3-A-3 WT3-A-4 WT3-B-3 WT3-B-4 WT3-C-2 WT3-D-2

WT1-5 WT1-6 MT1-A-7 MT1-A-8 MT2-A-2 MT2-B-2 MT3-A-2 MT3-B-2 WT2-A-5 WT2-A-6

MT1-B-7 MT1-B-8 WT1-7 WT1-8 WT2-B-5 WT2-B-6 WT3-A-5 WT3-A-6 WT3-B-5 WT3-B-6

MT1-A-9 MT1-A-10 MT1-B-9 MT1-B-10 WT3-C-3 WT3-D-3 MT2-A-3 MT2-B-3 MT3-A-3 MT3-B-3

WT1-9 WT1-10 MT1-決勝 WT2-A-7 WT2-A-8
WT3

1-4位各1
WT3

1-4位各2
MT2-決勝
2位,3位

MT2-三決

MT3-決勝
2位,3位

WT2-A-9 WT2-A-10
WT3
各決勝

WT2-決勝

１部　1-4コート、2,3部5-10コート
での流し込みとなります。
試合の進行により、コートは変更とな
る場合があります。また、決勝トーナ
メントと並行して順次交流戦が入りま
す。
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男子団体１部男子団体１部男子団体１部男子団体１部
ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック

1111 3333 6666 9999

1111 10101010 4444 7777

3333 10101010 8888 5555

6666 4444 8888 2222

9999 7777 5555 2222

男子団体１部男子団体１部男子団体１部男子団体１部
ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック

1111 3333 6666 9999

1111 10101010 4444 7777

3333 10101010 8888 5555

6666 4444 8888 2222

9999 7777 5555 2222

男子団体１部男子団体１部男子団体１部男子団体１部

よせあつめよせあつめよせあつめよせあつめ ひまわり　Ａひまわり　Ａひまわり　Ａひまわり　Ａ
ｗａｋｏｕ　ｃｌｕｂと

ｗａｋｏｕ　ｃｌｕｂとｗａｋｏｕ　ｃｌｕｂと

ｗａｋｏｕ　ｃｌｕｂと

スーパーボランティア

スーパーボランティアスーパーボランティア

スーパーボランティア

 タカアキ半端ないって

タカアキ半端ないってタカアキ半端ないって

タカアキ半端ないってＡ

ＡＡ

Ａ セルフィッシュセルフィッシュセルフィッシュセルフィッシュ

よせあつめよせあつめよせあつめよせあつめ

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位

ｗａｋｏｕ ｃｌｕｂとｗａｋｏｕ ｃｌｕｂとｗａｋｏｕ ｃｌｕｂとｗａｋｏｕ ｃｌｕｂと
スーパーボランティアスーパーボランティアスーパーボランティアスーパーボランティア

ひまわり　Ａひまわり　Ａひまわり　Ａひまわり　Ａ

タカアキ半端ないっタカアキ半端ないっタカアキ半端ないっタカアキ半端ないっ
てＡてＡてＡてＡ

新大島じゃねーよ小島だよ

新大島じゃねーよ小島だよ新大島じゃねーよ小島だよ

新大島じゃねーよ小島だよ 塩谷ブラザーズ＋塩谷ブラザーズ＋塩谷ブラザーズ＋塩谷ブラザーズ＋αααα 幻浪士幻浪士幻浪士幻浪士 勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗

セルフィッシュセルフィッシュセルフィッシュセルフィッシュ

順　位順　位順　位順　位

ひまわり　Ｂひまわり　Ｂひまわり　Ｂひまわり　Ｂ

ひまわり　Ｂひまわり　Ｂひまわり　Ｂひまわり　Ｂ 来年から俺は来年から俺は来年から俺は来年から俺は

来年から俺は来年から俺は来年から俺は来年から俺は

新大島じゃねーよ小島だよ新大島じゃねーよ小島だよ新大島じゃねーよ小島だよ新大島じゃねーよ小島だよ

幻浪士幻浪士幻浪士幻浪士

塩谷ブラザーズ＋塩谷ブラザーズ＋塩谷ブラザーズ＋塩谷ブラザーズ＋αααα

男子団体２部男子団体２部男子団体２部男子団体２部

1111
（Aの１位）（Aの１位）（Aの１位）（Aの１位）

（Bの１位）（Bの１位）（Bの１位）（Bの１位）

男子団体２部男子団体２部男子団体２部男子団体２部
ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック

1111 3333

1111 2222

3333 2222

気まぐれ　Ａ気まぐれ　Ａ気まぐれ　Ａ気まぐれ　Ａ

気まぐれ　Ａ気まぐれ　Ａ気まぐれ　Ａ気まぐれ　Ａ

石丸ＪＡＰＡＮ石丸ＪＡＰＡＮ石丸ＪＡＰＡＮ石丸ＪＡＰＡＮ

石丸ＪＡＰＡＮ石丸ＪＡＰＡＮ石丸ＪＡＰＡＮ石丸ＪＡＰＡＮ

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位連盟役員とスーパー中学生

連盟役員とスーパー中学生連盟役員とスーパー中学生

連盟役員とスーパー中学生

連盟役員と連盟役員と連盟役員と連盟役員と
スーパー中学生スーパー中学生スーパー中学生スーパー中学生
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※男子３部は、交流戦が１試合あります。※男子３部は、交流戦が１試合あります。※男子３部は、交流戦が１試合あります。※男子３部は、交流戦が１試合あります。

※男子２部は、交流戦が１試合あります。※男子２部は、交流戦が１試合あります。※男子２部は、交流戦が１試合あります。※男子２部は、交流戦が１試合あります。

男子団体３部男子団体３部男子団体３部男子団体３部

男子団体２部男子団体２部男子団体２部男子団体２部
ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック

1111 3333

1111 2222

3333 2222
ビルサミコビルサミコビルサミコビルサミコ

タカアキ半端なタカアキ半端なタカアキ半端なタカアキ半端な
いってＢいってＢいってＢいってＢ

Ｓｗｅｅｔ　ＳｐｏｔＳｗｅｅｔ　ＳｐｏｔＳｗｅｅｔ　ＳｐｏｔＳｗｅｅｔ　Ｓｐｏｔ

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位タカアキ半端ないってＢ

タカアキ半端ないってＢタカアキ半端ないってＢ

タカアキ半端ないってＢ

Ｓｗｅｅｔ　Ｓｐｏｔ

Ｓｗｅｅｔ　ＳｐｏｔＳｗｅｅｔ　Ｓｐｏｔ

Ｓｗｅｅｔ　Ｓｐｏｔ ビルサミコビルサミコビルサミコビルサミコ

男子団体３部男子団体３部男子団体３部男子団体３部
ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック

1111 3333

1111 2222

3333 2222

男子団体３部男子団体３部男子団体３部男子団体３部
ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック

1111 3333

1111 2222

3333 2222
都島工業都島工業都島工業都島工業

釣りクラブ釣りクラブ釣りクラブ釣りクラブ

ＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴ

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位釣りクラブ釣りクラブ釣りクラブ釣りクラブ ＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴ 都島工業都島工業都島工業都島工業

くさかクラブくさかクラブくさかクラブくさかクラブ

くさかクラブくさかクラブくさかクラブくさかクラブ

小悪魔男子小悪魔男子小悪魔男子小悪魔男子

小悪魔男子小悪魔男子小悪魔男子小悪魔男子

順　位順　位順　位順　位気まぐれ　Ｂ気まぐれ　Ｂ気まぐれ　Ｂ気まぐれ　Ｂ

気まぐれ　Ｂ気まぐれ　Ｂ気まぐれ　Ｂ気まぐれ　Ｂ

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗

（Aの１位）（Aの１位）（Aの１位）（Aの１位）

（Bの１位）（Bの１位）（Bの１位）（Bの１位）

（Aの2位）（Aの2位）（Aの2位）（Aの2位）
1111

（Bの2位）（Bの2位）（Bの2位）（Bの2位）
1111

（Aの3位）（Aの3位）（Aの3位）（Aの3位）
1111

（Bの3位）（Bの3位）（Bの3位）（Bの3位）

（Aの１位）（Aの１位）（Aの１位）（Aの１位）

（Bの１位）（Bの１位）（Bの１位）（Bの１位）

（Aの2位）（Aの2位）（Aの2位）（Aの2位）
1111

（Bの2位）（Bの2位）（Bの2位）（Bの2位）
1111

（Aの3位）（Aの3位）（Aの3位）（Aの3位）
1111

（Bの3位）（Bの3位）（Bの3位）（Bの3位）
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女子団体１部女子団体１部女子団体１部女子団体１部

女子団体２部女子団体２部女子団体２部女子団体２部

1111
（Aの１位）（Aの１位）（Aの１位）（Aの１位）

（Bの１位）（Bの１位）（Bの１位）（Bの１位）

1111 3333 6666 9999

1111 10101010 4444 7777

3333 10101010 8888 5555

6666 4444 8888 2222

9999 7777 5555 2222

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位殿一ＧＡＮＢＡＲＯ殿一ＧＡＮＢＡＲＯ殿一ＧＡＮＢＡＲＯ殿一ＧＡＮＢＡＲＯ キム大好き（笑）キム大好き（笑）キム大好き（笑）キム大好き（笑）ひまわりひまわりひまわりひまわり

ひまわりひまわりひまわりひまわり

四條畷学園高等学校Ａ

四條畷学園高等学校Ａ四條畷学園高等学校Ａ

四條畷学園高等学校Ａ

四條畷学園高等学校Ａ四條畷学園高等学校Ａ四條畷学園高等学校Ａ四條畷学園高等学校Ａ

オカザえもんオカザえもんオカザえもんオカザえもん

オカザえもんオカザえもんオカザえもんオカザえもん

キム大好き（笑）キム大好き（笑）キム大好き（笑）キム大好き（笑）

女子団体１部女子団体１部女子団体１部女子団体１部

殿一ＧＡＮＢＡＲＯ殿一ＧＡＮＢＡＲＯ殿一ＧＡＮＢＡＲＯ殿一ＧＡＮＢＡＲＯ

女子団体２部女子団体２部女子団体２部女子団体２部
ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック

1111 3333 6666 9999

1111 10101010 4444 7777

3333 10101010 8888 5555

6666 4444 8888 2222

9999 7777 5555 2222

ウインズウインズウインズウインズ

枚方フライデー枚方フライデー枚方フライデー枚方フライデー

四條畷学園高等学校Ｂ

四條畷学園高等学校Ｂ四條畷学園高等学校Ｂ

四條畷学園高等学校Ｂ 勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位枚方フライデー枚方フライデー枚方フライデー枚方フライデー

四條畷学園高等学校Ｂ四條畷学園高等学校Ｂ四條畷学園高等学校Ｂ四條畷学園高等学校Ｂ

気まぐれ　Ｃ気まぐれ　Ｃ気まぐれ　Ｃ気まぐれ　Ｃ

ホットミティＡホットミティＡホットミティＡホットミティＡ

ホットミティＡホットミティＡホットミティＡホットミティＡ

気まぐれ　Ｃ気まぐれ　Ｃ気まぐれ　Ｃ気まぐれ　Ｃ ウインズウインズウインズウインズ

女子団体２部女子団体２部女子団体２部女子団体２部
ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック

1111 3333 5555

1111 6666 4444

3333 6666 2222

5555 4444 2222

吹田クラブ吹田クラブ吹田クラブ吹田クラブ

吹田クラブ吹田クラブ吹田クラブ吹田クラブ

気まぐれ　Ｄ気まぐれ　Ｄ気まぐれ　Ｄ気まぐれ　Ｄ

チームふくちゃんチームふくちゃんチームふくちゃんチームふくちゃん

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位気まぐれ　Ｄ気まぐれ　Ｄ気まぐれ　Ｄ気まぐれ　Ｄ チームふくちゃんチームふくちゃんチームふくちゃんチームふくちゃん四條畷学園高等学校Ｃ

四條畷学園高等学校Ｃ四條畷学園高等学校Ｃ

四條畷学園高等学校Ｃ

四條畷学園高等学校Ｃ四條畷学園高等学校Ｃ四條畷学園高等学校Ｃ四條畷学園高等学校Ｃ
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女子団体３部女子団体３部女子団体３部女子団体３部

女子団体３部女子団体３部女子団体３部女子団体３部
ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック

1111 3333 5555

1111 6666 4444

3333 6666 2222

5555 4444 2222

ＬＡＤＹＢＵＧＬＡＤＹＢＵＧＬＡＤＹＢＵＧＬＡＤＹＢＵＧ 四條畷学園高等学校Ｄ

四條畷学園高等学校Ｄ四條畷学園高等学校Ｄ

四條畷学園高等学校Ｄ 順　位順　位順　位順　位ブラックサンダーブラックサンダーブラックサンダーブラックサンダー

ブラックサンダーブラックサンダーブラックサンダーブラックサンダー

アミィアミィアミィアミィ

アミィアミィアミィアミィ

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗

ＬＡＤＹＢＵＧＬＡＤＹＢＵＧＬＡＤＹＢＵＧＬＡＤＹＢＵＧ

四條畷学園高等学校Ｄ四條畷学園高等学校Ｄ四條畷学園高等学校Ｄ四條畷学園高等学校Ｄ

女子団体３部女子団体３部女子団体３部女子団体３部
ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック

1111 3333 5555

1111 6666 4444

3333 6666 2222

5555 4444 2222

みのおクラブみのおクラブみのおクラブみのおクラブ

みのおクラブみのおクラブみのおクラブみのおクラブ

チーム小枝チーム小枝チーム小枝チーム小枝

チーム小枝チーム小枝チーム小枝チーム小枝

メルクルディメルクルディメルクルディメルクルディ

ＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴ

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位メルクルディメルクルディメルクルディメルクルディ ＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴ

女子団体３部女子団体３部女子団体３部女子団体３部
ＣブロックＣブロックＣブロックＣブロック

1111 3333

1111 2222

3333 2222
アップルミントアップルミントアップルミントアップルミント

日曜日バドミントンクラブ日曜日バドミントンクラブ日曜日バドミントンクラブ日曜日バドミントンクラブ

くさかクラブくさかクラブくさかクラブくさかクラブ

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位日曜日バドミントンクラブ

日曜日バドミントンクラブ日曜日バドミントンクラブ

日曜日バドミントンクラブ くさかクラブくさかクラブくさかクラブくさかクラブ アップルミントアップルミントアップルミントアップルミント

女子団体３部女子団体３部女子団体３部女子団体３部
ＤブロックＤブロックＤブロックＤブロック

1111 3333

1111 2222

3333 2222

フレンズフレンズフレンズフレンズ 勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位ホットミティＢホットミティＢホットミティＢホットミティＢ

ホットミティＢホットミティＢホットミティＢホットミティＢ

小悪魔女子小悪魔女子小悪魔女子小悪魔女子

小悪魔女子小悪魔女子小悪魔女子小悪魔女子

フレンズフレンズフレンズフレンズ
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※トーナメント１回戦で負けたチーム同士で交流戦があります。※トーナメント１回戦で負けたチーム同士で交流戦があります。※トーナメント１回戦で負けたチーム同士で交流戦があります。※トーナメント１回戦で負けたチーム同士で交流戦があります。

１位トーナメント１位トーナメント１位トーナメント１位トーナメント

1111 2222

3333

（Aの１位）（Aの１位）（Aの１位）（Aの１位）

（Cの１位）（Cの１位）（Cの１位）（Cの１位）

（Bの１位）（Bの１位）（Bの１位）（Bの１位）

（Dの１位）（Dの１位）（Dの１位）（Dの１位）

（Cの3位）（Cの3位）（Cの3位）（Cの3位） 3333 （Dの3位）（Dの3位）（Dの3位）（Dの3位）

（Aの2位）（Aの2位）（Aの2位）（Aの2位） （Bの2位）（Bの2位）（Bの2位）（Bの2位）

1111 2222

（Cの2位）（Cの2位）（Cの2位）（Cの2位） 3333 （Dの2位）（Dの2位）（Dの2位）（Dの2位）

4位トーナメント4位トーナメント4位トーナメント4位トーナメント

1111

（Cの4位）（Cの4位）（Cの4位）（Cの4位） （Dの4位）（Dの4位）（Dの4位）（Dの4位）

2位トーナメント2位トーナメント2位トーナメント2位トーナメント

3位トーナメント3位トーナメント3位トーナメント3位トーナメント

（Aの3位）（Aの3位）（Aの3位）（Aの3位） （Bの3位）（Bの3位）（Bの3位）（Bの3位）

1111 2222
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男子団体１部　選手名簿

よせあつめ 濱崎　元輝 佐々木　豪史 佐々木　健斗 眞鍋　大輝 的場　友宏 坂口　拓未

ひまわり Ａ 大平　武 遠竹　翔也 田岡　賢弥 田中　紀大 神山　武 尾方　裕樹

ひまわり Ｂ 山添　陽平 柴田　亮眞 中村　芳郎 島田　天真 堂馬　舞人 串崎　翔

阪口 卓也 大佛 潤典 安田 敬之 団栗孝則 松井 大輔 銭谷 翔

巽 太志 松田 正路

伊藤　雅俊 圓山　岳 東　孝礼 正田　真之助 瀬田　純也 田原　誓弥

中村　僚介
タカアキ半端ないってＡ 島　崇晃 松村　拓哉 柚木　稜平 中西　秀次 谷迫　陽平 桑元　孝彰
新大島じゃねーよ小島だよ 槇　海洲 三原　慶紀 栗本　大雅 藤澤　世界 山中　東季 常石　達司

塩谷ブラザーズ＋α 塩谷　尚也 塩谷　祐也 塩谷　文也 黄　鎮釧 上村　司 石川　勇健

 倉本　浩之 栗山　善教 堀　恭介 川西　康彦 高平　伊吹 福原　怜司

八塚　直樹 宮腰　隆弘

幻浪士 八木　将之 芦田　脩平 楠　健司 大根田　健太 北濱　生也 山内　卓矢

山口　英美 和田　拓也 下竹　康弘 岩本　勝哲 岩本　勝哲 前川　龍志

山本　陽介

武田　文則 平井　達也 木村　寛 青木　秀樹 黒川　義人 中村　康正

沼田　慧和

 佐藤　良太 門田　泰司 日下部　貴宏 表谷　一磨 林　亮秀 紀伊　崇秋

金田　勲

Ｓｗｅｅｔ Ｓｐｏｔ 山口　素輝 松井　彪流 長谷川　侑樹 切目　康太 岩越　晃平 廣田　凌介

石丸ＪＡＰＡＮ 石丸　直廣 菊池 圭 高橋 尚紀 平野 聖 山本 大地 渡邊 博貴

ビルサミコ 岩下　幸樹 浅野　太貴 今藤　岳 加藤　聖 丹正　大聖 山埜　洋嗣

山下　直城 坂根　康平 曽根　諄 曽根　裕喜 渡部　晋也 上南　亮太

川畑　雅寛

釣りクラブ 佃　直樹 米田　修 松本　隆 宇野　正太郎 市村　直美 稲葉　信子

くさかクラブ 真鍋　仁彦 田尾　説浩 秋吉　秀則 竹田　康彦 中村　絋之 植村　省哉

石田　佳裕 濱見　九州男 政田　茂広 西本　航 栗山　豊司 東条　海渡

山本　梓 来原　千恵子

小悪魔男子 まつ本　一樹 西村　晋作 加藤　啓 中崎　友陽 神谷　時昌 出原　隆一郎

都島工業 山本　竜平 塩谷　智哉 田中　瑠生 前田　大翔 安藤　智志 丸峯　健大

男子団体３部　選手名簿

気まぐれ Ｂ

ＴＷＯ－ＥＡＳＴ

ｗａｋｏｕ ｃｌｕｂと
スーパーボランティア

来年から俺は

セルフィッシュ

タカアキ半端ないってＢ

気まぐれ Ａ

男子団体２部　選手名簿

連盟役員とスーパー中学生
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殿一ＧＡＮＢＡＲＯ 髙谷　沙耶 山中　千里 辻本　佳那 銭谷　沙耶 渋川　さつき 松本　茜

森永　由希絵 大林　加代子 新井　未来 遠竹　真美 大山　知恵 安達　万優子

中村　優里

キム大好き（笑） 山口　奈々恵 河合　春菜 久米　亜哉佳 箕田　奈苗 米谷　春乃 葉田　ゆきの

植村　理央 久保　優夏 齋藤　彩 曽根　結子 蓮本　沙奈 藤井　史織

向井　沙織 森山　佳奈実

成平　薫 辻　貴子 宇野　真弓 平井　直美 川口　桐香 廣瀬　美穂

柴田　深雪 古川　静香

気まぐれ Ｃ 中瀬　綾 伊藤　ひろみ 齋藤　舞 新幸　奈津美 黒瀬　奈都美 片山　ゆう子

気まぐれ Ｄ 真田　あや 門田　彰子 林　遥 渡辺　夏紀 日下部　紗穂 山下　奈緒美

満園　歩菜 明石　真歩 井上　恵 鈴木　ひな子 松岡　美優 吉田　愛

和井内　陽香 築地　伽奈

池田　優莉 桑田　梨緒 田村　舞茅 野口　桜子 福井　愛花 松川　陽香

山城　柚季 桐島　夕葵

川田　やす美 梅本　利香 小川　紀子 佃　多恵 益田　千春 江口　由紀

高島　久美 森　久美子

チームふくちゃん 東郷　仁美 藤原　加代子 松島　一美 黒川　ますみ 森　洋美 尾野　佳子

ウインズ 松田　裕子 井藤　美幸 田中　沙織 角　　麻子 太田　ちひろ 小畑　好子

東野 優子 東 晴美 林田 景子 岩﨑 由紀 薗田 信江 大田 景子

武富 啓子

吹田クラブ 河村　秀子 喜連川　恵 佐々木　玲奈 永野　祐美子 福田　舞 藤井　聡子

小笠原　咲花 川田　智尋 黒田　亜依 佐野　晟夏 谷嶋　ひかり 藤本　凜

穂積　凜子 佛　悠夏

新井　美順 山口　智子 宮城　美保 藤弘　奈美 池原　友香子 西別府　有加子

和田　登美子 高木　淳子

岡山　かつ子 高橋　淳子 山形　江利子 松本　絵里 石川　亮子 塩谷　純美

小川　夏鈴

桐原　京子 池田　登詩子 西田　弘子 竹田　智恵美 小野　奈津子 田中　優子

浅岡　久絵

ＴＷＯ－ＥＡＳＴ 石田　政代 中村　奈美 山本　久愛 濱見　美加 岩崎　美里 小山　いずみ

小悪魔女子 汐満　日菜 安田　結衣 田崎　莉彩 森本　望水 平井　菜月 佐々木　美玖

ブラックサンダー 田邊　優子 串田　知佳子 樋口　喜代美 中川　智美 小宮　基子 勝丸　夕子

メルクルディ 村上　政美 村上　友梨 西　久子 長尾　ゆかり 北田　祐美 大谷　真喜子

川崎　千恵子 大村　祐子 西田　昌美 横山　孝子 伊寄　純 那須　直美

長井　ひとみ

今井　ひとみ 今田　えみ子 二宮　富美子 土本　和江 深水　里美 依藤　文子

塚本　かおり

真鍋　稔乃 西野　朋代 澤崎　朱美 高橋　晴美 秋吉　由香里 岡嶋　有美

高橋　真裕美

ＬＡＤＹＢＵＧ 伊集院　佳代子 山本　万里 松中　明美 松本　紋子 町由　希子 中村　恵子

大西　綾子 今井　美香 宮島　栄 福田　加奈美 河合　今日子 奥田　崇子

伊藤　ひとみ

チーム小枝 有田　萌子 小枝　夕紀 川畑　美香 塩見　千晶 大石　真由 久瀬　佑子

アミィ

くさかクラブ

フレンズ

女子団体３部　選手名簿

四條畷学園高等学校Ｄ

アップルミント

ホットミティＢ

みのおクラブ

日曜日バドミントンクラブ

オカザえもん

女子団体２部　選手名簿

四條畷学園高等学校Ｂ

四條畷学園高等学校Ｃ

ホットミティＡ

枚方フライデー

女子団体１部　選手名簿

ひまわり

四條畷学園高等学校Ａ
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