第２６回全国小学生バドミントン選手権大会大阪府予選会

平成２９年７月２０日
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09:30 WS6-A-1 WS6-A-2 WS6-B-1 WS6-C-1 WS6-D-1 WS6-E-1 WS6-F-1 WS6-G-1 WD6-A-1 WD6-B-1 WD6-C-1 WD6-D-1
藤元俐璃 村島明音 坂奏花 結城杏菜 清末あいり 古澤由彩 池原小晴 桑田柚紀 吉岡・藤井 阪田・松本 坂・桐島 中村・櫻川
対戦者
(吹田ジュニアコンドル)

(高槻ＡＪＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

(田原スマッシュＢＣ)

(イーグレット) (曙川スマッシュ)

今里美咲 西尾美咲 小林望愛 青山結奈 倉田音香
(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

10:00 WD6-E-1
対戦者

宮岡・大田

(ヤマヒサクラブ) (新北野ペガサス) (曙川スマッシュ)

三浦礼

(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (枚方殿一クラブジュニア)

(南郷キューピット)

(高槻ＡＪＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

(田原スマッシュＢＣ)

村田萌衣 仲田千晶 赤土・原口 長濱・佐野 塩田・笹川 兼本・立田
(高槻ＡＪＢＣ)

(吹田ジュニアコンドル)

(ＴＮＢＣジュニア) (南郷キューピット)

(高槻ＡＪＢＣ)

(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

MS6-A-1 MS6-B-1 MS6-C-1 MS6-D-1 MS5-A-1 MS5-A-2 MS5-B-1 MS5-C-1 MS4-A-1 MS4-A-2 MS4-B-1
江田和博 神山剛輝 浦島快 山田悠太 川北和弥 網干朋希 富田昌樹 谷村暖忠 宮本拓実 山本莉一③ 中村優希③

(スマイルジュニア) (ＫＯＭＡＴＳＵ)

(瓜破西ＳＳＣ) (高槻ＡＪＢＣ) (瓜破西ＳＳＣ)

西村・鷲尾

亀井楓雅 宮本隆誠

(吹田ジュニアコンドル)

(南郷キューピット) (ＫＯＭＡＴＳＵ)

(田原スマッシュＢＣ) (スマイルジュニア) (吹田ジュニアコンドル)

(イーグレット)

(南郷キューピット) (Ｔ＆Ａジュニア) (田原スマッシュ)

黒木堅 出原隆一郎 榎宮颯良 古川香月 平野晴己 渡辺幹大 古川裕貴③ 西尾寿輝 児玉周仁③
(南郷キューピット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (ＦＢＣ) (新北野ペガサス) (南郷キューピット) (ＦＢＣ) (ヤマヒサクラブ) (ＫＯＭＡＴＳＵ)

(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

10:30 MS4-B-2 MS4-C-1 WS5-A-1 WS5-A-2 WS5-B-1 WS5-C-1 WS4-A-1 WS4-A-2 WS4-B-1 WS4-B-2 WS4-C-1 WD5-A-1
山本夏以 川又康聖③ 宮崎友花 久保田彩音 池田美和 前田早稀 文元日菜 青山瑞希 沼田弥乘③ 福井遥菜 梶川沙妃 相磯・高口
対戦者
(松原ｂａｄｍｉｎｔｏｎＪｒ)

(ＴＮＢＣジュニア)

(瓜破西ＳＳＣ)

(田原スマッシュＢＣ) (南郷キューピット)

(瓜破西ＳＳＣ)

(田原スマッシュＢＣ)

(曙川スマッシュ) (南郷キューピット) (ＴＮＢＣジュニア) (瓜破西ＳＳＣ) (瓜破西ＳＳＣ)

薮川十夢 岩崎礼馳③ 西村紋奈 川上彩葉 川原真花 樋渡穂花 田尾玲良 明浄志保 高見真央③ 三浦志保 山下虹花 福井・味岡
(曙川スマッシュ) (四條畷学園小学校) (スマイルジュニア) (新北野ペガサス) (新北野ペガサス) (スマイルジュニア)

11:00 WD5-B-1
対戦者

WD4-1

(枚方殿一クラブジュニア) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

(松原ｂａｄｍｉｎｔｏｎＪｒ)

(田原スマッシュＢＣ) (田原スマッシュＢＣ) (田原スマッシュＢＣ)

MD5-決勝 MD4-決勝 WS6-A-3 WS6-A-4 WS6-B-2 WS6-C-2 WS6-D-2 WS6-E-2 WS6-F-2 WS6-G-2
藤元俐璃 今里美咲 小林望愛 青山結奈 倉田音香 三浦礼 村田萌衣 仲田千晶

松島・奥田 山田・岡部 森本・森本 龍見・木原
(ヤマヒサクラブ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (四條畷学園小学校) (スマイルジュニア)

(吹田ジュニアコンドル) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

(新北野ペガサス) (曙川スマッシュ)

(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (枚方殿一クラブジュニア)

(高槻ＡＪＢＣ)

(吹田ジュニアコンドル)

西・伊藤 大田・二宮 水本・亀矢 朝田・政倉 村島明音 西尾美咲 岩本汐里 三原あずさ 高野あおい 井出小晴 清末ここり 中浦佐和
(イーグレット)

11:30 WD6-A-2
対戦者

(スマイルジュニア) (ラブオールジュニア) (ＫＯＭＡＴＳＵ)

WD6-B-2

WD6-C-2

WD6-D-2

(高槻ＡＪＢＣ) (ヤマヒサクラブ) (ヤマヒサクラブ)

WD6-E-2

赤土・原口 長濱・佐野 塩田・笹川 兼本・立田 西村・鷲尾
(ＴＮＢＣジュニア) (南郷キューピット)

(高槻ＡＪＢＣ)

(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

(吹田ジュニアコンドル)

西別府・新谷 中村・池田 西村・直塚 三木・下村 岩崎・西田
(南郷キューピット) (新北野ペガサス) (スマイルジュニア)

(高槻ＡＪＢＣ)

(吹田ジュニアコンドル)

(南郷キューピット)

(瓜破西ＳＳＣ) (イーグレット)

(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

MS6-A-2 MS6-B-2 MS6-C-2 MS6-D-2 MS5-A-3 MS5-A-4 MS5-B-2
亀井楓雅 宮本隆誠 黒木堅 出原隆一郎 川北和弥 榎宮颯良 平野晴己
(南郷キューピット) (ＫＯＭＡＴＳＵ)

平井翼

(四條畷学園小学校) (スマイルジュニア)

(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

(南郷キューピット) (田原スマッシュＢＣ)

(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (新北野ペガサス)

大澤隆晃 白木蓮太郎 岩本倫太郎 網干朋希 古川香月 山川健介
(スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (ＦＢＣ) (スマイルジュニア)
(高槻ＡＪＢＣ)
(枚方殿一クラブジュニア)

12:00 MS5-C-2 MS4-A-3 MS4-A-4 MS4-B-3 MS4-B-4 MS4-C-2 WS5-A-3 WS5-A-4 WS5-B-2 WS5-C-2 WS4-A-3 WS4-A-4
渡辺幹大 宮本拓実 古川裕貴③ 中村優希③ 児玉周仁③ 岩崎礼馳③ 宮崎友花 西村紋奈 川原真花 樋渡穂花 文元日菜 田尾玲良
対戦者 (南郷キューピット) (南郷キューピット)
(ＦＢＣ) (田原スマッシュ) (ＫＯＭＡＴＳＵ) (四條畷学園小学校) (瓜破西ＳＳＣ) (スマイルジュニア) (新北野ペガサス) (スマイルジュニア) (田原スマッシュＢＣ)
田中隼 山本莉一③ 西尾寿輝 山本夏以 薮川十夢 出原雅之 久保田彩音 川上彩葉 小川七星 原田小雪 青山瑞希 明浄志保

(枚方殿一クラブジュニア)

(田原スマッシュＢＣ)

12:30 WS4-B-3
対戦者

(Ｔ＆Ａジュニア) (ヤマヒサクラブ)

WS4-B-4

(松原ｂａｄｍｉｎｔｏｎＪｒ)

(曙川スマッシュ) (南郷キューピット)

(田原スマッシュＢＣ)

(新北野ペガサス) (スマイルジュニア)

(田原スマッシュＢＣ)

(曙川スマッシュ)

(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

沼田弥乘③ 高見真央③

WS4-C-2 WD5-A-2 WD5-B-2
WD4-2
WS6-A-5 WS6-A-6 WS6-B-3 WS6-C-3 WS6-D-3 WS6-E-3
山下虹花 福井・味岡 西・伊藤 大田・二宮 藤元俐璃 今里美咲 坂奏花 結城杏菜 清末あいり 古澤由彩

(南郷キューピット)

(田原スマッシュＢＣ) (田原スマッシュＢＣ)

(松原ｂａｄｍｉｎｔｏｎＪｒ)

(イーグレット)

(スマイルジュニア) (吹田ジュニアコンドル)

(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)

(田原スマッシュＢＣ)

(イーグレット) (曙川スマッシュ)

福井遥菜 三浦志保 池原彩月 皿谷・中津 西田・牧野 井出・小山 西尾美咲 村島明音 岩本汐里 三原あずさ 高野あおい 井出小晴
(ＴＮＢＣジュニア) (田原スマッシュＢＣ) (南郷キューピット)

(枚方殿一クラブジュニア)

(四條畷学園小学校)

(瓜破西ＳＳＣ) (ヤマヒサクラブ) (高槻ＡＪＢＣ) (ヤマヒサクラブ)

(吹田ジュニアコンドル)

(南郷キューピット)

(瓜破西ＳＳＣ)

13:00 WS6-F-3 WS6-G-3 WD6-A-3 WD6-B-3 WD6-C-3 WD6-D-3 WD6-E-3 MS6-A-3 MS6-B-3 MS6-C-3 MS6-D-3 MS5-A-5
池原小晴 桑田柚紀 吉岡・藤井 阪田・松本 坂・桐島 中村・櫻川 宮岡・大田 江田和博 神山剛輝 浦島快 山田悠太 川北和弥

対戦者

(南郷キューピット)

(高槻ＡＪＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

清末ここり

中浦佐和

西別府・新谷 中村・池田 西村・直塚 三木・下村 岩崎・西田

(イーグレット)

(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

(南郷キューピット) (新北野ペガサス) (スマイルジュニア)

(田原スマッシュＢＣ) (スマイルジュニア)

(高槻ＡＪＢＣ)

(ＫＯＭＡＴＳＵ) (瓜破西ＳＳＣ) (高槻ＡＪＢＣ) (瓜破西ＳＳＣ)

平井翼

(四條畷学園小学校) (スマイルジュニア)

(田原スマッシュＢＣ)

大澤隆晃 白木蓮太郎 岩本倫太郎 古川香月
(スマイルジュニア) (ＦＢＣ)
(高槻ＡＪＢＣ)
(枚方殿一クラブジュニア)

13:30 MS5-A-6 MS5-B-3 MS5-C-3 MS4-A-5 MS4-A-6 MS4-B-5 MS4-B-6 MS4-C-3 WS5-A-5 WS5-A-6 WS5-B-3 WS5-C-3
榎宮颯良 富田昌樹 谷村暖忠 宮本拓実 古川裕貴③ 中村優希③ 児玉周仁③ 川又康聖③ 宮崎友花 西村紋奈 池田美和 前田早稀
(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
(イーグレット) (南郷キューピット) (ＦＢＣ) (田原スマッシュ) (ＫＯＭＡＴＳＵ) (ＴＮＢＣジュニア) (瓜破西ＳＳＣ) (スマイルジュニア) (南郷キューピット) (瓜破西ＳＳＣ)
網干朋希 山川健介 田中隼 西尾寿輝 山本莉一③ 薮川十夢 山本夏以 出原雅之 川上彩葉 久保田彩音 小川七星 原田小雪

対戦者

(吹田ジュニアコンドル)

(スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (田原スマッシュＢＣ) (ヤマヒサクラブ) (Ｔ＆Ａジュニア) (曙川スマッシュ)

(松原ｂａｄｍｉｎｔｏｎＪｒ)

(南郷キューピット) (新北野ペガサス) (田原スマッシュＢＣ) (スマイルジュニア) (田原スマッシュＢＣ)

14:00 WS4-A-5 WS4-A-6 WS4-B-5 WS4-B-6 WS4-C-3 WD5-A-3 WD5-B-3
WD4-3
文元日菜 田尾玲良 沼田弥乘③ 高見真央③ 梶川沙妃 相磯・高口 松島・奥田 山田・岡部

対戦者

(田原スマッシュＢＣ) (枚方殿一クラブジュニア) (南郷キューピット)

(松原ｂａｄｍｉｎｔｏｎＪｒ)

WS6-1

WS6-2

WS6-3

WD6-1

WS6-4

WS6-5

WD6-2

WD6-3

(瓜破西ＳＳＣ) (瓜破西ＳＳＣ) (ヤマヒサクラブ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

明浄志保 青山瑞希 三浦志保 福井遥菜 池原彩月 皿谷・中津 西田・牧野 井出・小山
14:30

(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

(曙川スマッシュ)

MS6-1

MS6-2

(田原スマッシュＢＣ) (ＴＮＢＣジュニア) (南郷キューピット) (枚方殿一クラブジュニア) (四條畷学園小学校)

MS5-1

MS4-1

WS5-1

WS4-1

WD5-1

(瓜破西ＳＳＣ)

WD5-2

対戦者

15:00 MS6-決勝 MS5-決勝 MS4-決勝 WS5-決勝 WS4-決勝 WD5-決勝 WS6-決勝 WD6-決勝
対戦者

