
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

こうだ かずひろ かみやま こうき しらき れんたろう やまだ ゆうた

江田 和博 神山 剛輝 白木 蓮太郎 山田 悠太

(ＫＯＭＡＴＳＵ) (瓜破西ＳＳＣ) (枚方殿一クラブジュニア) (瓜破西ＳＳＣ)

かわきた かずや とみた まさき たにむら はると

川北 和弥 富田 昌樹 谷村 暖忠

(田原スマッシュＢＣ) (吹田ジュニアコンドル) (イーグレット)

みやもと たくみ なかむら ゆうき かわまた こうせい

宮本 拓実 中村 優希③ 川又 康聖③

(南郷キューピット) (田原スマッシュＢＣ) (ＴＮＢＣジュニア)

ふじもと さとり ばん そよか たかの あおい きよすえ ここり

藤元 俐璃 坂 奏花 高野 あおい 清末 ここり

(吹田ジュニアコンドル) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット) (イーグレット)

みやざき ともか いけだ みわ まえだ さき

宮崎 友花 池田 美和 前田 早稀

(瓜破西ＳＳＣ) (南郷キューピット) (瓜破西ＳＳＣ)

ふみもと ひな かじかわ　いさき ぬまた みのり

文元 日菜 梶川 沙妃 沼田 弥乘③

(田原スマッシュＢＣ) (瓜破西ＳＳＣ) (南郷キューピット)

もりもと そら みずもと たくや

森本 空凛 水本 拓也

もりもと りく かめや あらた

森本 凛空 亀矢 新太

(四條畷学園小学校) (ラブオールジュニア)

あさだ まさひろ たつみ きょういち

朝田 将大 龍見 京壱

まさくら たいし きはら いつき

政倉 大志③ 木原 樹

(ＫＯＭＡＴＳＵ) (スマイルジュニア)

よしおか はな さかた はるか ばん さくら なかむら みゆ

吉岡 葉菜 阪田 遙夏 坂 咲花 中村 心優

ふじい しほ まつもと はるあ きりしま ゆき さくらがわ はるか

藤井 史穂 松本 晴愛 桐島 夕葵 櫻川 晴香

(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (田原スマッシュＢＣ)

あいそ みこと まつしま れある にしだ えりい ふくい ゆな

相磯 美心 松島 稀瑠 西田 絵里依 福井 優奈

たかぐち　りょうこ おくだ りの まきの ひいろ あじおか らな

高口 諒子 奥田 梨乃 牧野 妃彩 味岡 らな

(瓜破西ＳＳＣ) (ヤマヒサクラブ) (四條畷学園小学校) (田原スマッシュＢＣ)

やまだ ゆいは おおた さわ いで ちあき

山田 唯葉③ 大田 紗羽 井出 千暁

おかべ まこ にのみや いぶき こやま かんな

岡部 真心 二宮 颯希③ 小山 かんな③

(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニア) (瓜破西ＳＳＣ)
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大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
全国小学生バドミントン大会大阪府予選会 ６年男子単 江田 和博 神山 剛輝 白木 蓮太郎 山田 悠太 　１２

2017.07.22 (ＫＯＭＡＴＳＵ) (瓜破西ＳＳＣ) (枚方殿一クラブジュニア) (瓜破西ＳＳＣ)

枚方市民体育館 ５年男子単 川北 和弥 富田 昌樹 谷村 暖忠 　１０
(田原スマッシュＢＣ) (吹田ジュニアコンドル) (イーグレット)

４年男子単 宮本 拓実 中村 優希③ 川又 康聖③ 　１１
(南郷キューピット) (田原スマッシュ) (ＴＮＢＣジュニア)

６年女子単 藤元 俐璃 坂 奏花 高野 あおい 清末 ここり 　２２
(吹田ジュニアコンドル) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット) (イーグレット)

５年女子単 宮崎 友花 池田 美和 前田 早稀 　１０
(瓜破西ＳＳＣ) (南郷キューピット) (瓜破西ＳＳＣ)

４年女子単 文元 日菜 梶川 沙妃 沼田 弥乘③ 　１１
(田原スマッシュＢＣ) (瓜破西ＳＳＣ) (南郷キューピット)

６年男子複 上林 翔大 浦島 快 岩本 倫太郎 　１
荒木 仁之介 大澤 隆晃 平井 翼
(ＴＮＢＣジュニア) (高槻ＡＪＢＣ) (スマイルジュニア)

５年男子複 森本 空凛 水本 拓也 山川 健介 　２
森本 凛空 亀矢 新太 網干 朋希
(四條畷学園小学校) (ラブオールジュニア) (スマイルジュニア)

４年男子複 朝田 将大 龍見 京壱 出原 雅之 　２
政倉 大志③ 木原 樹 井手口　翔
(ＫＯＭＡＴＳＵ) (スマイルジュニア) (南郷キューピット)

６年女子複 吉岡 葉菜 阪田 遙夏 坂 咲花 中村 心優 　１５
藤井 史穂 松本 晴愛 桐島 夕葵 櫻川 晴香
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (田原スマッシュＢＣ)

５年女子複 相磯 美心 松島 稀瑠 西田 絵里依 福井 優奈 　６
高口 諒子 奥田 梨乃 牧野 妃彩 味岡 らな
(瓜破西ＳＳＣ) (ヤマヒサクラブ) (四條畷学園小学校) (田原スマッシュＢＣ)

４年女子複 山田 唯葉③ 大田 紗羽 井出 千暁 　３
岡部 真心 二宮 颯希③ 小山 かんな③
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルジュニア) (瓜破西ＳＳＣ)
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