
期日期日期日期日 平成31年3月24日（日）平成31年3月24日（日）平成31年3月24日（日）平成31年3月24日（日）
場所場所場所場所 大東市民体育館大東市民体育館大東市民体育館大東市民体育館
主催主催主催主催 大東市バドミントン連盟大東市バドミントン連盟大東市バドミントン連盟大東市バドミントン連盟
協賛協賛協賛協賛

第３１回大東市ファミリーバドミントン大会第３１回大東市ファミリーバドミントン大会第３１回大東市ファミリーバドミントン大会第３１回大東市ファミリーバドミントン大会

プロショップ ユゲプロショップ ユゲプロショップ ユゲプロショップ ユゲ



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

 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、１部は29点1ゲーム延長なし。２部・ダブルスは21点1ゲーム延長なし。

３． 線審は各自で連れてきてください。

４． １部1-4コート、２部5-10コート、ダブルス10コートの流し込み。（変更の場合あり）

５． ３位までに賞状。優勝者には賞品があります。

６．試合前に十分にアップを行い、怪我や事故の無いよう注意下さい。各自でご対応をお願いいたします。

    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。

 スケジュール スケジュール スケジュール スケジュール

9：15　 開会式、お楽しみじゃんけん大会

終了後、8分ずつ練習をします

1回目：スマイルBC、各スクール

2回目：すみバ、四條畷学園小、D☆ARMY、南郷キューピット

各コート３組ずつ。譲り合って練習してください。

当日変更する場合があります。

１部：勝者は得点板、敗者は主審。２部：主審は本部。得点板を選手二人で。

ダブルス：試合後、線審・主審。

大波　章次
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平井　直美
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A-A-1 A-A-2 A-B-1 A-B-2 M-1 M-2 M-3 N-1 N-2 N-3
山川健介 遠山賢心 網干朋希 剣持亘 尾山結愛 岡田桜奈 吉岡愛実 安西萌 磯貝あずさ 岩本紗季
(スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット) (スマイル田原Ｓ) (スマイルくさかＳ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ)

森本凛空 新井孝聡 森本空凛 榎宮颯良 三島悠暖 坪井虹光 春名美咲 梅本秋空 西江紗綾 岩田奏音
(四條畷学園小学校) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (四條畷学園小学校) (えのみやそら) (スマイル氷野Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルくさかＳ)

H-A-1 H-A-2 H-B-1 H-B-2 S-1 S-2 S-3 E-1 E-2 F-1
沼田弥乘 澤村月那 池原彩月 川上実來里 杉本倖奈 平井優 有賀さら 御手洗駿音 剣持光 小東遥翔
(南郷キューピット) (南郷キューピット) (南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイル田原Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ)

樋渡穂花 木村果恋 西田絵里依 岡部真心 河野里咲 阿部友南 高原麻央 竹原琉音 谷口大翔 佐々木優太
(スマイルジュニアＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (四條畷学園小学校) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル畷小Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (四條畷学園小学校) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル深野Ｓ)

H-C-1 H-C-2 C-1 C-2 F-2 G-1 G-2 O-1 O-2 R-1
山田唯葉 千本木由那 平井隼 山崎柊乃 永井佑 高嶋信乃介 藤田遥斗 松下愛久 谷口暁音 山本美羽
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット) (南郷キューピット) (スマイル深野Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル畷小Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

小川七星 大田紗羽 樋渡優真 岩崎礼馳 篠原颯良 西別府弓佑 川上竜征 上田ひかり 森愛実 井原璃海
(スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ)

(四條畷学園小学校)

 (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ)

 (スマイルくさかＳ) (すみバ) (スマイルジュニアＢＣ)

I-1 I-2 J-1 J-2 R-2 D-1 D-2 k-1 k-2 L-1
松村璃音 徳山奈々 宇野幸 千本木彩音 山崎莉立 萱嶋駿 熊谷正真 中島咲陽香 高原舞 西村紋奈
(南郷キューピット) (南郷キューピット) (すみバ) (南郷キューピット) (南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル深野Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ)

大垣芳奈 高杉和花 小川陽向 北辻捺稀 榧木みのり 佐藤大心 木本貫汰 中橋音帆羽 花城知優 植山恵梨菜
(スマイルジュニアＢＣ)

 (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ)

(スマイルくさかＳ)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル氷野Ｓ)

B-A-1 B-B-1 A-A-3 A-A-4 L-2 P-1 P-2 Q-1 Q-2 M-4
木原樹 宮本拓実 山川健介 森本凛空 藤田実結子 日笠山結愛 高原愛 中條日葉里 工藤美宇 尾山結愛

(スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ)

(四條畷学園小学校) (スマイル田原Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル深野Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル田原Ｓ)

出原雅行 河添慎 稲葉倖輔 遠山賢心 木村咲希 戸井悠月 坪井虹羽 梅本梨央 中井紗也花 岡田桜奈
(南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット) (きむらさき) (スマイルくさかＳ)

(スマイルジュニアＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ)

(スマイルくさかＳ)

A-B-3 A-B-4 H-A-3 H-A-4 M-5 M-6 N-4 N-5 N-6 S-4
網干朋希 森本空凛 沼田弥乘 樋渡穂花 三島悠暖 坪井虹光 安西萌 梅本秋空 西江紗綾 杉本倖奈
(スマイルジュニアＢＣ)

(四條畷学園小学校) (南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル田原Ｓ)

渡邉幹大 剣持亘 澤村月那 木村果恋 吉岡愛実 春名美咲 磯貝あずさ 岩本紗季 岩田奏音 平井優
(南郷キューピット) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ)

(スマイルくさかＳ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

H-B-3 H-B-4 H-C-3 H-C-4 S-5 S-6 E-3 E-4 F-3 F-4
池原彩月 西田絵里依 山田唯葉 小川七星 河野里咲 阿部友南 御手洗駿音 竹原琉音 小東遥翔 佐々木優太
(南郷キューピット) (四條畷学園小学校) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル畷小Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ)

(四條畷学園小学校)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイル深野Ｓ)

川上実來里 岡部真心 千本木由那 大田紗羽 有賀さら 高原麻央 西川倖平 剣持光 亀井柊真 永井佑
(スマイルジュニアＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (南郷キューピット)

C-3 C-4 I-3 I-4 G-3 G-4 O-3 O-4 R-3 R-4
平井隼 樋渡優真 松村璃音 大垣芳奈 高嶋信乃介 西別府弓佑 松下愛久 上田ひかり 山本美羽 井原璃海

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイル深野Ｓ) (南郷キューピット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)  (スマイルくさかＳ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ)

井手口翔 山崎柊乃 上山亜紀 徳山奈々 吉岡政宗 藤田遥斗 成田好寿 谷口暁音 阿部未来 山崎莉立
(南郷キューピット) (南郷キューピット) (すみバ) (南郷キューピット) (スマイル田原Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット)

J-3 J-4 B-A-2 B-B-2 D-3 D-4 k-3 k-4 L-3 L-4
宇野幸 小川陽向 出原雅行 河添慎 萱嶋駿 佐藤大心 中島咲陽香 中橋音帆羽 西村紋奈 植山恵梨菜

(すみバ) (スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル氷野Ｓ)

寺嶋柚希 千本木彩音 中村太輔 栗山聡大 熊谷正真 木本貫汰 高原舞 花城知優 藤田実結子 木村咲希
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ)

(スマイルくさかＳ) (スマイル深野Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (きむらさき)

A-A-5 A-A-6 A-B-5 A-B-6 P-3 P-4 Q-3 Q-4 M-7 M-8
稲葉倖輔 山川健介 渡邉幹大 網干朋希 日笠山結愛 戸井悠月 中條日葉里 梅本梨央 尾山結愛 岡田桜奈
(スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ)

(スマイルくさかＳ)

(スマイルジュニアＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル田原Ｓ) (スマイルくさかＳ)

新井孝聡 遠山賢心 榎宮颯良 剣持亘 高原愛 坪井虹羽 工藤美宇 中井紗也花 坪井虹光 吉岡愛実
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット) (えのみやそら) (南郷キューピット) (スマイル深野Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル田原Ｓ)
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第３１回　大東市ファミリーバドミントン大会　　　平成３１年３月２４日
1-4コート 5-6コート
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H-A-5 H-A-6 H-B-5 H-B-6 M-9 N-7 N-8 N-9 S-7 S-8
沼田弥乘 樋渡穂花 池原彩月 西田絵里依 三島悠暖 安西萌 磯貝あずさ 梅本秋空 杉本倖奈 平井優
(南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット) (四條畷学園小学校) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

木村果恋 澤村月那 岡部真心 川上実來里 春名美咲 西江紗綾 岩本紗季 岩田奏音 阿部友南 有賀さら
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル諸福Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ)

(スマイルくさかＳ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

H-C-5 H-C-6 C-5 C-6 S-9 E-5 E-6 F-5 F-6 G-5
山田唯葉 小川七星 井手口翔 平井隼 河野里咲 西川倖平 御手洗駿音 亀井柊真 小東遥翔 吉岡政宗
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイル畷小Ｓ) (南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイル田原Ｓ)

大田紗羽 千本木由那 岩崎礼馳 山崎柊乃 高原麻央 谷口大翔 剣持光 篠原颯良 永井佑 川上竜征
(スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット) (四條畷学園小学校) (南郷キューピット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル諸福Ｓ) (南郷キューピット)

 (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ)

I-5 I-6 J-5 J-6 G-6 O-5 O-6 R-5 R-6 D-5
上山亜紀 松村璃音 寺嶋柚希 宇野幸 高嶋信乃介 成田好寿 松下愛久 阿部未来 山本美羽 萱嶋駿
(すみバ) (南郷キューピット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (すみバ) (スマイル深野Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ)

高杉和花 徳山奈々 北辻捺稀 千本木彩音 藤田遥斗 森愛実 谷口暁音 榧木みのり 山崎莉立 木本貫汰
 (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット) (スマイル田原Ｓ) (すみバ) (スマイル畷小Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット) (スマイルくさかＳ)

B-A-3 B-B-3 A-A-7 A-A-8 D-6 k-5 k-6 L-5 L-6 P-5
木原樹 宮本拓実 森本凛空 稲葉倖輔 佐藤大心 中島咲陽香 中橋音帆羽 西村紋奈 植山恵梨菜 日笠山結愛

(スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット) (四條畷学園小学校)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ)

中村太輔 栗山聡大 新井孝聡 遠山賢心 熊谷正真 花城知優 高原舞 木村咲希 藤田実結子 坪井虹羽
(スマイルジュニアＢＣ) (スマイルジュニアＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル深野Ｓ) (きむらさき) (スマイル田原Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ)

A-B-7 A-B-8 H-1 C-7 P-6 Q-5 Q-6 M-10 M-11 M-12
森本空凛 渡邉幹大 樋渡優真 戸井悠月 中條日葉里 梅本梨央 尾山結愛 三島悠暖 岡田桜奈
(四條畷学園小学校) (南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ)

(スマイルくさかＳ)

(スマイルジュニアＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイルくさかＳ)

榎宮颯良 剣持亘 岩崎礼馳 高原愛 中井紗也花 工藤美宇 吉岡愛実 坪井虹光 春名美咲
(えのみやそら) (南郷キューピット) (四條畷学園小学校) (スマイル深野Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル諸福Ｓ)

C-8 I-7 I-8 J-7 N-10 N-11 N-12 S-10 S-11 S-12
井手口翔 大垣芳奈 上山亜紀 小川陽向 安西萌 梅本秋空 磯貝あずさ 杉本倖奈 河野里咲 平井優
(南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (すみバ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

山崎柊乃 高杉和花 徳山奈々 北辻捺稀 岩本紗季 西江紗綾 岩田奏音 有賀さら 阿部友南 高原麻央
(南郷キューピット)

 (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルくさかＳ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

J-8 B-決勝 A-A-9 A-A-10 E-7 E-8 F-7 F-8 G-7 G-8
寺嶋柚希 山川健介 森本凛空 竹原琉音 西川倖平 佐々木優太 亀井柊真 西別府弓佑 吉岡政宗
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ)

(四條畷学園小学校) (四條畷学園小学校) (南郷キューピット) (スマイル深野Ｓ) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (スマイル田原Ｓ)

千本木彩音 新井孝聡 稲葉倖輔 谷口大翔 剣持光 篠原颯良 永井佑 川上竜征 藤田遥斗
(南郷キューピット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル諸福Ｓ) (南郷キューピット)

 (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイル田原Ｓ)

A-B-9 A-B-10 H-決勝 C-9 O-7 O-8 R-7 R-8 M-13 M-14
網干朋希 森本空凛 平井隼 上田ひかり 成田好寿 井原璃海 阿部未来 尾山結愛 三島悠暖
(スマイルジュニアＢＣ)

(四條畷学園小学校)

(スマイルジュニアＢＣ)

 (スマイルくさかＳ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル氷野Ｓ)

榎宮颯良 渡邉幹大 岩崎礼馳 森愛実 谷口暁音 榧木みのり 山崎莉立 春名美咲 岡田桜奈
(えのみやそら) (南郷キューピット) (四條畷学園小学校) (すみバ) (スマイル畷小Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット) (スマイル諸福Ｓ) (スマイルくさかＳ)

C-10 I-9 I-10 J-9 M-15 N-13 N-14 N-15 S-13 S-14
樋渡優真 松村璃音 大垣芳奈 宇野幸 坪井虹光 安西萌 梅本秋空 西江紗綾 杉本倖奈 河野里咲
(スマイルジュニアＢＣ)

(南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ) (すみバ) (スマイルジュニアＢＣ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ)

井手口翔 高杉和花 上山亜紀 北辻捺稀 吉岡愛実 岩田奏音 磯貝あずさ 岩本紗季 高原麻央 平井優
(南郷キューピット)

 (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (すみバ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル田原Ｓ) (スマイルくさかＳ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイルジュニアＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

J-10 A-決勝 DI-1 DI-2 S-15 E-9 E-10 F-9 F-10 G-9
小川陽向 川上・川上 工藤・工藤 阿部友南 御手洗駿音 竹原琉音 小東遥翔 佐々木優太 高嶋信乃介
(スマイルジュニアＢＣ)

(スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ)

(四條畷学園小学校)

(スマイルジュニアＢＣ) (スマイル深野Ｓ) (スマイル深野Ｓ)

寺嶋柚希 御手洗・御手洗 澤田・澤田 有賀さら 谷口大翔 西川倖平 篠原颯良 亀井柊真 川上竜征
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル諸福Ｓ) (南郷キューピット)

 (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット)

(スマイルジュニアＢＣ)

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14
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DI-3 DC-1 DC-2 DH-1 G-10 O-9 O-10 R-9 R-10 DH-2
谷口・谷口 池原・池原 花城・花城 春名・春名 西別府弓佑 松下愛久 上田ひかり 山本美羽 井原璃海 中村・中村
(スマイルジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)  (スマイルくさかＳ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニアＢＣ)

(スマイルジュニア)

上山・上山 西別府・西別府 新井・新井 佐藤・佐藤 吉岡政宗 森愛実 成田好寿 榧木みのり 阿部未来 日笠山・日笠山

(すみバ) (南郷キューピット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニア) (スマイル田原Ｓ) (すみバ) (スマイル氷野Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニア)

DA-1 DA-2 DB-1 DB-2 DD-1 DD-2 DE-1 DE-2 DF-1 DF-2
山川・山川 小川・小川 井手口・井手口 樋渡・樋渡 山崎・山崎 木原・木原 渡邊・渡邊 平井・平井 遠山・遠山 萱嶋・萱嶋
(スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア)

樋渡・樋渡 網干・稲葉 大田・大田 川上・川上 西村・山下 西川・西川 剣持・剣持 松村・松村 剣持・剣持 出原・出原
(スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (南郷キューピット)

DG-1 DG-2 DI-4 DI-5 DI-6 DC-3 DC-4 DH-3 DH-4 DA-3
亀井・亀井 宇野・新居 川上・川上 御手洗・御手洗 澤田・澤田 池原・池原 西別府・西別府 春名・春名 佐藤・佐藤 山川・山川
(南郷キューピット) (すみバ) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア)

宮本・宮本 小川・小川 工藤・工藤 谷口・谷口 上山・上山 河添・吉原 花城・花城 森・森 中村・中村 小川・小川
(南郷キューピット) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (すみバ) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (すみバ) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア)

DA-4 DB-3 DB-4 DD-3 DD-4 DE-3 DE-4 DF-3 DF-4 DG-3
樋渡・樋渡 井手口・井手口 大田・大田 山崎・山崎 西村・山下 渡邊・渡邊 剣持・剣持 遠山・遠山 剣持・剣持 亀井・亀井
(スマイルジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (南郷キューピット)

網干・稲葉 樋渡・樋渡 川上・川上 木原・木原 西川・西川 平井・平井 松村・松村 萱嶋・萱嶋 出原・出原 宇野・新居
(スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (すみバ)

DG-4 DI-7 DI-8 DI-9 DC-5 DC-6 DH-5 DH-6 DA-5 DA-6
宮本・宮本 川上・川上 工藤・工藤 御手洗・御手洗 河添・吉原 池原・池原 森・森 春名・春名 山川・山川 樋渡・樋渡
(南郷キューピット) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (すみバ) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア)

小川・小川 澤田・澤田 谷口・谷口 上山・上山 新井・新井 花城・花城 日笠山・日笠山 中村・中村 網干・稲葉 小川・小川
(スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (すみバ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア)

DB-5 DB-6 DD-5 DD-6 DE-5 DE-6 DF-5 DF-6 DG-5 DG-6
井手口・井手口 大田・大田 山崎・山崎 西村・山下 渡邊・渡邊 剣持・剣持 遠山・遠山 剣持・剣持 亀井・亀井 宮本・宮本
(南郷キューピット) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (南郷キューピット)

川上・川上 樋渡・樋渡 西川・西川 木原・木原 松村・松村 平井・平井 出原・出原 萱嶋・萱嶋 小川・小川 宇野・新居
(スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (すみバ)

DI-10 DI-11 DI-12 DC-7 DC-8 DH-7 DH-8
川上・川上 御手洗・御手洗 工藤・工藤 西別府・西別府 河添・吉原 佐藤・佐藤 森・森
(スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (すみバ)
谷口・谷口 澤田・澤田 上山・上山 新井・新井 花城・花城 日笠山・日笠山 中村・中村
(スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (すみバ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア)

DI-13 DI-14 DI-15 DC-9 DC-10 DH-9 DH-10
川上・川上 御手洗・御手洗 澤田・澤田 池原・池原 西別府・西別府 春名・春名 佐藤・佐藤
(スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア)

上山・上山 工藤・工藤 谷口・谷口 新井・新井 河添・吉原 日笠山・日笠山 森・森
(すみバ) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (すみバ)

27

28

21

22

23

24

25

26
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AブロックAブロックAブロックAブロック

BブロックBブロックBブロックBブロック

 
男子１部-Aブロック

Ａブロック
1 3 6 9

(スマイルジュニアＢＣ)

1 10 4 7

(四條畷学園小学校)

3 10 8 5

(スマイルジュニアＢＣ)

6 4 8 2

(南郷キューピット)

9 7 5 2

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)

男子１部-Aブロック

Ｂブロック
1 3 6 9

(スマイルジュニアＢＣ)

1 10 4 7

(四條畷学園小学校)

3 10 8 5

(南郷キューピット)

6 4 8 2

(南郷キューピット)

9 7 5 2

(えのみや そら)

剣持 亘

榎宮 颯良

渡邉 幹大

網干 森本

森本 空凛

網干 朋希

新井 孝聡

順　位渡邉 剣持 榎宮 勝-敗

森本 凛空

遠山 賢心

稲葉 倖輔

勝-敗 順　位

山川 健介

男子１部-Aブロック

山川 森本 稲葉 遠山 新井

1各ブロック１位

男子１部-Bブロック

Ａブロック
1 3

(スマイルジュニアＢＣ)

1 2

(南郷キューピット)

3 2

(スマイルジュニアＢＣ)

男子１部-Bブロック

Ｂブロック
1 3

(南郷キューピット)

1 2

(スマイルジュニアＢＣ)

3 2

(スマイルジュニアＢＣ)

栗山 聡大

宮本 拓実

河添 慎

中村 太輔

男子１部-Bブロック

木原 出原 中村 勝-敗

宮本 河添 栗山 勝-敗 順　位

順　位

出原 雅行

木原 樹

1各ブロック１位
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1 3 6 9

(スマイルジュニアＢＣ)

1 10 4 7

(スマイルジュニアＢＣ)

3 10 8 5

(南郷キューピット)

6 4 8 2

(南郷キューピット)

9 7 5 2

(四條畷学園小学校)

岩崎 礼馳

山崎 柊乃

井手口 翔

樋渡 優真

勝-敗 順　位

平井 隼

男子１部-Cブロック

男子１部-Cブロック 平井 樋渡 井手口 山崎 岩崎

1 3 5

(スマイルジュニアＢＣ)

1 6 4

(スマイルジュニアＢＣ)

3 6 2

(スマイルジュニアＢＣ)

5 4 2

(スマイルくさかＳ)

木本 貫汰

熊谷 正真

佐藤 大心

順　位

萱嶋 駿

男子２部-Dブロック

男子２部-Dブロック 萱嶋 佐藤 熊谷 木本 勝-敗

1 3 6 9

(スマイルジュニアＢＣ)

1 10 4 7

(四條畷学園小学校)

3 10 8 5

(南郷キューピット)

6 4 8 2

(南郷キューピット)

9 7 5 2

(スマイル諸福Ｓ)

谷口 大翔

剣持 光

西川 倖平

竹原 琉音

勝-敗 順　位

御手洗 駿音

男子２部-Eブロック

男子２部-Eブロック 御手洗 竹原 西川 剣持 谷口
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1 3 6 9

(スマイルジュニアＢＣ)

1 10 4 7

(スマイル深野Ｓ)

3 10 8 5

(南郷キューピット)

6 4 8 2

(南郷キューピット)

9 7 5 2

 (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

篠原 颯良

永井 佑

亀井 柊真

佐々木 優太

勝-敗 順　位

小東 遥翔

男子２部-Fブロック

男子２部-Fブロック 小東 佐々木 亀井 永井 篠原

1 3 6 9

(スマイル深野Ｓ)

1 10 4 7

(南郷キューピット)

3 10 8 5

(スマイル田原Ｓ)

6 4 8 2

(スマイル田原Ｓ)

9 7 5 2

(スマイルジュニアＢＣ)

川上 竜征

藤田 遥斗

吉岡 政宗

西別府 弓佑

勝-敗 順　位

高嶋 信乃介

男子２部-Gブロック

男子２部-Gブロック 高嶋 西別府 吉岡 藤田 川上

女子１部-Hブロック

Ａブロック
1 3 5

(南郷キューピット)

1 6 4

(スマイルジュニアＢＣ)

3 6 2

(南郷キューピット)

5 4 2

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)

木村 果恋

澤村 月那

樋渡 穂花

順　位

沼田 弥乘

女子１部-Hブロック

沼田 樋渡 澤村 木村 勝-敗
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女子１部-Hブロック

Ｂブロック
1 3 5

(南郷キューピット)

1 6 4

(四條畷学園小学校)

3 6 2

(スマイルジュニアＢＣ)

5 4 2

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)

岡部 真心

川上 実來里

西田 絵里依

池原 彩月

池原 西田 川上 岡部 勝-敗 順　位

女子１部-Hブロック

Ｃブロック
1 3 5

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
1 6 4

(スマイルジュニアＢＣ)

3 6 2

(南郷キューピット)

5 4 2

(スマイルジュニアＢＣ)

大田 紗羽

千本木 由那

小川 七星

山田 唯葉

山田 小川 千本木 大田 勝-敗 順　位

1 3 6 9

(南郷キューピット)

1 10 4 7

(スマイルジュニアＢＣ)

3 10 8 5

(すみバ)
6 4 8 2

(南郷キューピット)

9 7 5 2

 (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

高杉 和花

徳山 奈々

上山 亜紀

大垣 芳奈

勝-敗 順　位

松村 璃音

女子１部-Iブロック

女子１部-Iブロック 松村 大垣 上山 徳山 高杉

1

A-Cブロック
１位で抽選

2
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1 3 6 9

(すみバ)
1 10 4 7

(スマイルジュニアＢＣ)

3 10 8 5

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
6 4 8 2

(南郷キューピット)

9 7 5 2

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)

北辻 捺稀

千本木彩音

寺嶋 柚希

小川 陽向

勝-敗 順　位

宇野 幸

女子１部-Jブロック

女子１部-Jブロック 宇野 小川 寺嶋 千本木彩音 北辻

1 3 5

(スマイルジュニアＢＣ)

1 6 4

(スマイル氷野Ｓ)

3 6 2

(スマイル田原Ｓ)

5 4 2

(きむら さき)

順　位西村

西村 紋奈

植山

木村 咲希

植山 恵梨菜

藤田 木村

女子２部-Lブロック

女子２部-Lブロック 勝-敗

藤田 実結子

1 3 5

(スマイル諸福Ｓ)

1 6 4

(スマイルジュニアＢＣ)

3 6 2

(スマイル深野Ｓ)

5 4 2

(スマイル田原Ｓ)

花城 知優

高原 舞

中橋 音帆羽

順　位

中島 咲陽香

女子２部-Kブロック

女子２部-Kブロック 中島 中橋 高原 花城 勝-敗
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1 4 7 10 13

(スマイル田原Ｓ)

1 14 11 5 9

(スマイル氷野Ｓ)

4 14 2 8 12

(スマイルくさかＳ)

7 11 2 15 6

(スマイルジュニアＢＣ)

10 5 8 15 3

(スマイル田原Ｓ)

13 9 12 6 3

(スマイル諸福Ｓ)

春名 美咲

吉岡 愛実

坪井 虹光

岡田 桜奈

三島 悠暖

春名 勝-敗 順　位

尾山 結愛

女子２部-Mブロック

女子２部-Mブロック 尾山 三島 岡田 坪井 吉岡

1 4 7 10 13

(スマイル田原Ｓ)

1 14 11 5 9

(スマイル氷野Ｓ)

4 14 2 8 12

(スマイル畷小Ｓ)

7 11 2 15 6

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
10 5 8 15 3

(スマイルジュニアＢＣ)

13 9 12 6 3

(スマイルくさかＳ)

岩田 奏音

岩本 紗季

西江 紗綾

磯貝 あずさ

梅本 秋空

岩田 勝-敗 順　位

安西 萌

女子２部-Nブロック

女子２部-Nブロック 安西 梅本 磯貝 西江 岩本
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1 3 6 9

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
1 10 4 7

 (スマイルくさかＳ)

3 10 8 5

(スマイル氷野Ｓ)

6 4 8 2

(スマイル畷小Ｓ)

9 7 5 2

(すみバ)

森 愛実

谷口 暁音

成田 好寿

上田 ひかり

勝-敗 順　位

松下 愛久

女子２部-Oブロック

女子２部-Oブロック 松下 上田 成田 谷口 森

1 3 5

(スマイルジュニアＢＣ)

1 6 4

(スマイルくさかＳ)

3 6 2

(スマイル深野Ｓ)

5 4 2

(スマイルジュニアＢＣ)

坪井 虹羽

高原 愛

戸井 悠月

順　位

日笠山 結愛

女子２部-Pブロック

女子２部-Pブロック 日笠山 戸井 高原 坪井 勝-敗

1 3 5

(スマイルジュニアＢＣ)

1 6 4

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
3 6 2

(スマイル諸福Ｓ)

5 4 2

(スマイルジュニアＢＣ)

中井 紗也花

工藤 美宇

梅本 梨央

順　位

中條 日葉里

女子２部-Qブロック

女子２部-Qブロック 中條 梅本 工藤 中井 勝-敗
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1 3 6 9

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
1 10 4 7

(スマイルジュニアＢＣ)

3 10 8 5

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
6 4 8 2

(南郷キューピット)

9 7 5 2

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)

榧木 みのり

山崎 莉立

阿部 未来

井原 璃海

勝-敗 順　位

山本 美羽

女子２部-Rブロック

女子２部-Rブロック 山本 井原 阿部 山崎 榧木

1 4 7 10 13

(スマイル田原Ｓ)

1 14 11 5 9

(スマイル畷小Ｓ)

4 14 2 8 12

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
7 11 2 15 6

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
10 5 8 15 3

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
13 9 12 6 3

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)

高原 麻央

有賀 さら

阿部 友南

平井 優

河野 里咲

高原 勝-敗 順　位

杉本 倖奈

女子２部-Sブロック

女子２部-Sブロック 杉本 河野 平井 阿部 有賀

山川 健介 1 3 5

山川 成昭
(スマイルジュニア)

樋渡 穂花 1 6 4

樋渡 紫織理
(スマイルジュニア)

小川 七星 3 6 2

小川 紀子
(スマイルジュニア)

網干 朋希 5 4 2

稲葉 信子
(スマイルジュニア)

順　位
山川 樋渡 小川 稲葉

ダブルス-A

ダブルス-A
山川 樋渡 小川 網干

勝-敗

ダブルス-B
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井手口 翔 1 3 5

井手口 美奈
(南郷キューピット)

大田 紗羽 1 6 4

大田 景子
(スマイルジュニア)

樋渡 優真 3 6 2

樋渡 文男
(スマイルジュニア)

川上 実來里 5 4 2

川上 弘子
(スマイルジュニア)

順　位
井手口 大田 樋渡 川上

ダブルス-B

ダブルス-B
井手口 大田 樋渡 川上

勝-敗

池原 彩月 1 3 6 9

池原 友香子
(南郷キューピット)

西別府 弓佑 1 10 4 7

西別府 有加子
(南郷キューピット)

河添 慎 3 10 8 5

吉原 晃子
(スマイルジュニア)

花城 知優 6 4 8 2

花城 たつ子
(スマイルジュニア)

新井 孝聡 9 7 5 2

新井 美順

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)

勝-敗 順　位
池原 西別府 吉原 花城 新井

ダブルス-C

ダブルス-C
池原 西別府 河添 花城 新井

山崎 莉立 1 3 5

山崎 麻衣子
(南郷キューピット)

西村 紋奈 1 6 4

山下 貴
(スマイルジュニア)

木原 樹 3 6 2

木原 順二
(スマイルジュニア)

西川 倖平 5 4 2

西川 幸子
(南郷キューピット)

順　位
山崎 山下 木原 西川

ダブルス-D

ダブルス-D
山崎 西村 木原 西川

勝-敗

渡邊 幹大 1 3 5

渡邊 升夫
(南郷キューピット)

剣持 光 1 6 4

剣持 朋女
(南郷キューピット)

平井 隼 3 6 2

平井 静香
(スマイルジュニア)

松村 璃音 5 4 2

松村 麻衣子
(南郷キューピット)

順　位
渡邊 剣持 平井 松村

ダブルス-E

ダブルス-E
渡邊 剣持 平井 松村

勝-敗
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遠山 賢心 1 3 5

遠山 善広
(南郷キューピット)

剣持 亘 1 6 4

剣持 悟
(南郷キューピット)

萱嶋 駿 3 6 2

萱嶋 将孝
(スマイルジュニア)

出原 雅行 5 4 2

出原 桂子
(南郷キューピット)

順　位
遠山 剣持 萱嶋 出原

ダブルス-F

ダブルス-F
遠山 剣持 萱嶋 出原

勝-敗

亀井 柊真 1 3 5

亀井 友加
(南郷キューピット)

宮本 拓実 1 6 4

宮本 葉子
(南郷キューピット)

宇野 幸 3 6 2

新居 実千代
(すみバ)

小川 陽向 5 4 2

小川 英樹
(スマイルジュニア)

順　位
亀井 宮本 新居 小川

ダブルス-G

ダブルス-G
亀井 宮本 宇野 小川

勝-敗

春名 美咲 1 3 6 9

春名 亨祐
(スマイルジュニア)

佐藤 大心 1 10 4 7

佐藤 一恵
(スマイルジュニア)

森 愛実 3 10 8 5

森 千尋

(すみバ)
中村 太輔 6 4 8 2

中村 愛子
(スマイルジュニア)

日笠山 結愛 9 7 5 2

日笠山 直人
(スマイルジュニア)

勝-敗 順　位
春名 佐藤 森 中村 日笠山

ダブルス-H

ダブルス-H
春名 佐藤 森 中村 日笠山

川上 竜征 1 4 7 10 13

川上 直樹
(スマイルジュニア)

御手洗 駿音 1 14 11 5 9

御手洗 雅弘
(スマイルジュニア)

工藤 美宇 4 14 2 8 12

工藤 明子
(スマイルジュニア)

澤田 あいる 7 11 2 15 6

澤田 順子
(スマイルジュニア)

谷口 大翔 10 5 8 15 3

谷口 芳枝
(スマイルジュニア)

上山 亜紀 13 9 12 6 3

上山 千里
(すみバ)

上山
勝-敗 順　位

川上 御手洗 工藤 澤田 谷口 上山

ダブルス-I

ダブルス-I
川上 御手洗 工藤 澤田 谷口
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大会案内・通信販売などの情報満載！！
一球入魂ホームページもご覧下さい。

全店にガット張りのプロ『張人』が在籍。

日本体育協会公認バドミントン上級コーチ、全日本レディース・全日本シニア大

会優勝メンバーも在籍するこだわりのバドミントンショップです。

ユゲ 検索

■藤井寺店 TEL072(955)0706 FAX072(955)0724 【月曜日定休】

藤井寺市大井1-4-12
（近鉄南大阪線土師ノ里駅・北西へ約1400m・藤井寺体育館北側すぐ）

■堺 東 店 TEL072(227)4040 FAX072(227)4049 【水曜日定休】

堺市堺区北田出井町1-3-2
（南海高野線堺東駅・北東へ約500ｍ）

■平 野 店 TEL＆FAX 06(6700)8288 【月曜日定休】

大阪市平野区喜連東1-2-21-A号
（地下鉄谷町線出戸駅・北西へ約1200m・平野スポーツセンターから南へ約200ｍ）

■貝 塚 店 TEL＆FAX 072(432)2237 【水曜日定休】

貝塚市海塚67-1
（南海本線貝塚駅・東へ約500m）

■東大阪店 TEL&FAX 06(4309)7275 【月曜日定休】

東大阪市若江西新町2-11-16コムプラザ八戸ノ里Ｅ号室
(近鉄奈良線八戸ノ里駅・南東へ約900ｍ・東大阪アリーナ東側すぐ）

■弁天町駅前店 TEL＆FAX 06(6583)1299 【火曜日定休】

大阪市港区市岡元町３-９-１８
（地下鉄中央駅・南東へ約150m）
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