
第１回近畿オープン小学生バドミントン大会 

 
 

平成２６年１１月２２日（土）・２３日（日） 

 

滋賀県 皇子が丘公園体育館・滋賀県立スポーツ会館・皇子山中学校体育館 

皇子が丘公園第２体育館 

 

主催・主管  近畿小学生バドミントン連盟 

 

後 援  日本小学生バドミントン連盟 

近畿バドミントン協会･滋賀県バドミントン協会 

大津市バドミントン協会・大津市・大津市教育委員会 

 

種 目 

 ２２日（土） 

・団体戦：男子の部・女子の部 

・個人戦：5年生以下および 4年生以下の 

男子シングルス・女子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス 

２３日（日） 

・個人戦：全学年 男子シングルス・女子シングルス 

男子ダブルス・女子ダブルス 

 

 



〔大会結果〕 

１日目 個人戦 

 

４・５年生 男子シングルス 

1位 中嶋 壱成(坂本倶楽部) 

2位 衣川 真生(長岡京市スポ少) 

3位 石丸 優人(東雲BSS) 

4位 沖本 優大(原ジュニア) 

5位 山岸 俊介(ラナーアップ) 

 

４・５年生 女子シングルス 

4・5GSA 

1位 吉川 天乃（Nライン） 

2位 明地 陽菜（瓜破西SSC） 

3位 大森 星空（西条 JBC） 

4位 花咲 彩月（長岡京市） 

 



4・5GSB 

1位 西井 翔奈（長岡京市） 

2位 岩城 杏奈（田原） 

3位 伊藤 るな（西条 JBC） 

4位 山川 美咲（PEACE） 

 

※4・5GSA 4・5GSB 順位決定戦 

1位 吉川 天乃（Nライン） 

2位 西井 翔奈（長岡京市） 

3位 明地 陽菜（瓜破西SSC） 

4位 岩城 杏奈（田原） 

5位 大森 星空（西条 JBC） 

6位 伊藤 るな（西条 JBC） 

7位 山川 美咲（PEACE） 

8位 花咲 彩月（長岡京市） 

 

 



4・5GSC 

1位 田中 遥奈（TOYO体協） 

2位 亀井 菜杏（Innocent） 

3位 見延 千尋（仰木の里） 

4位 坂根 未樹（唐﨑スポ少） 

 

4・5GSD 

1位 江見 日和菜（ABC Jr） 

2位 尾原 あかり（広川ジュニア） 

3位 杉本 明日香（仰木の里） 

4位 小中 美有（唐崎スポ少） 

 

※4・5GSC 4・5GSD 順位決定戦 

1位 田中 遥奈（TOYO体協） 

2位 江見 日和菜（ABC Jr） 

3位 亀井 菜杏（Innocent） 

4位 尾原 あかり（広川ジュニア） 



5位 見延 千尋（仰木の里） 

6位 杉本 明日香（仰木の里） 

7位 坂根 未樹（唐﨑スポ少） 

8位 小中 美有（唐崎スポ少） 

 

４・５年生 男子ダブルス 

1位 岡本 賛多・中島 陸(ウイニング) 

2位 平田 哲也・中山 大成(PEACE) 

3位 桑原 朋也・安井 陸斗(PANA-J) 

4位 小綱 勇馬・駒井 孝行(加古川ジュニア) 

 

４・５年生 女子ダブルス 

4・5GDA 

1位 宮本 蒼依・東山 夕姫(NAKAOJBC) 

2位 山城 柚季・野口 桜子(D☆ARMY) 

3位 日野石 杏・豊口 紗智華(広島安佐) 

4位 高谷 渚・山名 このみ(瀬田北) 



5位 加藤 愛華・田中 夢理(PEACE) 

5位 伊藤 妃香瑠・岩井 仁香(D☆ARMY) 

 

4・5GDB 

1位 貴志 夢奈・梅本 実香(橿原ジュニア) 

2位 森  天瞳・内藤 慧(Nラインクラブ) 

3位 尾﨑 羽音・佐野 未菜美(TOYO体協) 

4位 鈴木 彩加・浦島 実玖(橿原ジュニア) 

5位 藤井 史穂・吉岡 葉菜(D☆ARMY) 

5位 久本 ゆめか・立野 葉月(PEACE) 

 

 

 

 

 

 

 



２日目 個人戦 

 

６年生男子シングルス 

6BSA  

1位 石原 匡高(八雲BC) 

2位 今西 臣介(舞鶴ジュニア) 

3位 藤本 翔悟（Innocent） 

4位 小西 翔太(登美ヶ丘) 

 

6BSB  

1位 下村 佳生(岩出市スポ少) 

2位 石井 雅将(笠岡アグリ) 

3位 増本 康祐(東雲BSS) 

4位 日樫 鼓(宇陀ジュニア) 

5位 望月 健太(京都ジュニア) 

 

 



順位決定戦 

1位 石原匡高(八雲BC) 

2位 下村佳生(岩出市スポ少) 

3位 石井雅将(笠岡アグリ) 

4位 今西臣介(舞鶴ジュニア) 

 

５年生男子シングルス 

5BSA  

1位 増田  翔(広島安佐) 

2位 深井 俊椰(八王子ジュニア) 

3位 荻原祐希(TEAM.UJ) 

4位 大谷英士(和歌山 Jr) 

5位 高橋銀慈(長岡京市スポ少) 

 

5BSB 

1位 武井 凜生(青梅ジュニア)  

2位 井手口 峻(南郷キューピット) 



3位 小林倫太郎(星野BJS) 

4位 文元一登(岩出市スポ少) 

 

順位決定戦  

1位 武井 凜生(青梅ジュニア) 

2位 増田  翔(広島安佐) 

3位 井手口 峻(南郷キューピット) 

4位 深井 俊椰(八王子ジュニア) 

5位 小林倫太郎(星野BJS) 

6位 荻原祐希(TEAM.UJ) 

7位 文元一登(岩出市スポ少) 

8位 大谷英士(和歌山 Jr) 

9位 高橋銀慈(長岡京市スポ少) 

 

 

 

 



４年生男子シングルス 

1位 中嶋 壱成(坂本倶楽部) 

2位 衣川 真生(長岡京市スポ少) 

3位 石丸 優人(東雲BSS) 

4位 沖本 優大(原ジュニア) 

5位 山岸 俊介(ラナーアップ) 

 

 

６年生女子シングルス 

6GSA  

1位 奥本 真愛(キティタイガー) 

2位 森脇 美莉(大和高田) 

3位 宮地 小冬(永井BC) 

4位 太田 小桜(ラナーアップ) 

5位 勝丸 美空(TEAM.UJ) 

 

 



6GSB  

1位 杉山 明日香(岩出市スポ少) 

2位 杉並 慶子(育成ジュニア) 

3位 山岸 葉月(瓜破西SSC) 

4位 小山 千穂(大東スサノオ) 

5位 築山 百合奈(長岡京市スポ) 

 

6GSC  

1位 長廻 真知(おろちクラブ) 

2位 森  月渚(Nラインクラブ) 

3位 森川 柚音(高陽ジュニア) 

4位 柳  優羽(長岡京市スポ少) 

5位 谷口 菜々美(K3.21) 

 

6GSD 

1位 中井 美来(南郷キューピット) 

2位 石川 真愛(大生院 JBC) 



3位 山﨑 彩綾(立花シャトル) 

4位 藤本 葵衣(TEAM.UJ) 

5位 中嶋 美月(坂本倶楽部) 

6位 鈴木 紗也夏(宇陀ジュニア) 

 

順位決定戦 

1位 長廻 真知(おろちクラブ) 

2位 杉山 明日香(岩出市スポ少) 

3位 奥本 真愛(キティタイガー) 

3位 中井 美来(南郷キューピット) 

 

５年生女子シングルス 

5GSA 

1位 大澤 陽奈(たなしMAX) 

2位 神山 和奏(松原) 

3位 花咲 彩月(長岡京市スポ少) 

4位 坂根 美樹(唐崎スポ少) 



5GSB 

1位 内海 明莉(長岡京市スポ少) 

2位 西井 翔奈(長岡京市スポ少) 

3位 大森 星空(西条 JBC) 

4位 大石 桃花（Innocent） 

5位 小中 美有(唐崎スポ少) 

 

順位決定戦 

1位 大澤 陽奈(たなしMAX) 

2位 内海 明莉(長岡京市スポ少) 

3位 神山 和奏(松原) 

4位 西井 翔奈(長岡京市スポ少) 

5位 大森 星空(西条 JBC) 

6位 花咲 彩月(長岡京市スポ少) 

7位 大石 桃花（Innocent） 

8位 坂根 美樹(唐崎スポ少) 

9位 小中 美有(唐崎スポ少) 



４年生女子シングルス 

4GSA 

1位 明地 陽菜(瓜破西SSC) 

2位 江見 日和菜(ABCJr.) 

3位 見延 千尋(仰木の里) 

 

4GSB  

1位 山川 美咲(PEACE) 

2位 杉本 明日香(仰木の里) 

3位 伊藤 るな(西条 JBC) 

 

4GSC  

1位 石川 心菜(たなしMAX) 

2位 田中 遥奈(TOYO体協) 

3位 岩城 杏奈(田原スマッシュ) 

 

 



4GSD 

1位 吉川 天乃(Nラインクラブ) 

2位 亀井 菜杏(Inncent) 

3位 尾原 あかり(広川ジュニア) 

 

順位決定戦 

１位トーナメント 

明地 陽菜(瓜破西SSC) 

石川 心菜(たなしMAX) 

吉川 天乃(Nラインクラブ) 

山川 美咲(PEACE) 

 

２位トーナメント 

田中 遥奈(TOYO体協) 

江見日和菜(ABCJr.) 

亀井 菜杏(Inncent) 

杉本 明日香(仰木の里) 



３位トーナメント 

岩城 杏奈(田原スマッシュ) 

伊藤 るな(西条 JBC) 

身延 千尋瑠(仰木の里) 

尾原 あかり(広川ジュニア) 

 

６年生男子ダブルス 

6BDA  

1位 青江 優志・岡村 翔汰(永井BC) 

2位 孫田 太郎(Itami)・田中 勇成(三木ジュニア) 

3位 濱岡 宏輔・黒川 大毅(川内 JBC) 

 

6BDB  

1位 上代 啓太(大東西)・今川 拓海(おろちクラブ) 

2位 加藤 匠真・本庄 克将(坂本倶楽部) 

3位 岩橋 諒(貴志川)・三田 瑠希斗(和歌山ジュニア) 

 



6BDC  

1位 藤原 航大・立野 楓稀(PEACE) 

2位 万代 七聖(アトムズ)・田原 翼(おろちクラブ) 

3位 村島 大輔・寺井 悠貴(高槻AJBC) 

4位 瀬古 海斗・辻 伸崇(岩出市スポ少) 

 

6BDD 

1位 松崎 太星(宇和 JBC)・黒川 大亮(東温ジュニア) 

2位 馬籠 遼・近藤 拓空(PANA-J) 

3位 石田 陽輝・溝 蒼生(南郷キューピット) 

4位 岡本 優輝・恵比須 蒼斗(橿原ジュニア) 

 

１位トーナメント 

1位 上代 啓太・今川 拓海 (おろちクラブ)  

2位 藤原 航大・立野 楓稀 (PEACE)  

3位 松崎 太星 (宇和 JBC) ・黒川 大亮 (東温ジュニア)  

4位 青江 優志・岡村 翔汰 (永井BC)  



２位トーナメント 

1位 加藤 匠真・ 本庄 克将 (坂本倶楽部)  

2位 馬籠 遼・近藤 拓空 (PANA-J)  

3位 孫田 太郎(Itami) ・田中 勇成 (三木ジュニア)  

4位 万代 七聖 (アトムズ) ・田原 翼 (おろちクラブ)  

 

３位トーナメント 

1位 石田 陽輝・溝 蒼生 (南郷キューピット)  

2位 濱岡 宏輔 (JBAC) ・黒川 大毅 (川内 JBC)  

3位 岩橋 諒 (貴志川スポ少) ・三田 瑠希斗 (和歌山ジュニア)  

4位 村島 大輔・寺井 悠貴 (高槻AJBC) 

 

 

 

 

 

 



５年生男子ダブルス 

1位 野口 翔平・小原 輝(たなしMAX) 

2位 嶋川 涌為・徳岡 大地(坂本倶楽部) 

3位 亀井 晴凪（Innocent）・鈴木 伯虎(ぐるぐるパンチ) 

4位 島田 泰誠・松村 拓海(久御山) 

5位 新居 樹・沼田 慧和(南郷キューピット) 

6位 江面 孝紀・小沼 孝次(青梅ジュニア) 

 

 

４年生男子ダブルス 

1位 岡本 賛多・中島 陸(ウイニング) 

2位 平田 哲也・中山 大成(PEACE) 

3位 桑原 朋也・安井 陸斗(PANA-J) 

4位 小綱 勇馬・駒井 孝行(加古川ジュニア) 

 

 

 



６年生女子ダブルス 

6GDA  

1位 篠原 七緒・松本 佳苗(橿原ジュニア) 

2位 田部 真唯(星野BJS)・物部 咲月(松江 JBC) 

3位 田辺 優佳・若野 真子(仰木の里) 

 

6GDB  

1位 川畑 琴美・山口 小夏(瓜破西SSC) 

2位 槇原 悠華・日野 優菜(おろちクラブ) 

3位 桜田 さくら(東雲BSS)・大野 美海(坂本 JBC) 

 

6GDC  

1位 戸﨑 雪穂・松永 千怜(青梅ジュニア) 

2位 尾原 美咲(広川ジュニア)・浦上 路望(岩出市スポ少) 

3位 岡  千尋(東野ジュニア)・岡  愛珠(因島ジュニア) 

 

 



6GDD  

1位 亀岡 優衣・秋田 ゆい (永井BC)  

2位 戸内 みつき・堀田 心羽(TOMO) 

3位 多崎 千帆・捻原 奈桜(大徳ジュニア) 

4位 伊藤 すず(西条 JBC)・真木 ほのか(JBAC) 

 

１位トーナメント 

1位 川畑 琴美・山口 小夏 (瓜破西SSC)  

2位 亀岡 優衣・秋田 ゆい(永井BC) 

3位 戸﨑 雪穂・松永 千怜 (青梅ジュニア)  

4位 篠原 七緒・ 松本 佳苗 (橿原ジュニア)  

 

２位トーナメント 

1位 戸内 みつき・堀田 心羽 (TOMO)  

2位 槇原 悠華 (おろちクラブ) ・日野 優菜 (松江 JBC)  

3位 田部 真唯 (星野BJS) ・物部 咲月 (松江 JBC)  

4位 尾原 美咲 (広川) ・浦上 路望 (岩出)  



３位トーナメント 

1位 多崎 千帆・捻原 奈桜 (大徳ジュニア)  

2位 桜田さくら (東雲BSS) ・大野 美海 (愛媛)  

3位 田辺 優佳 ・岩野 真子 (仰木の里)  

4位 岡  千尋 (東野ジュニア) ・岡  愛珠 (因島ジュニア)  

 

 

５年生女子ダブルス 

1位 宮本 蒼依・東山 夕姫(NAKAOJBC) 

2位 貴志 夢奈・梅本 実香(橿原ジュニア) 

3位 森  天瞳・内藤 慧(Nラインクラブ) 

4位 山城 柚季・野口 桜子(D☆ARMY) 

5位 高谷 渚・山名このみ(瀬田北) 

 

 

 

 



４年生女子ダブルス 

4GDA  

1位 日野石 杏・豊口 紗智華(広島安佐) 

2位 伊藤 妃香瑠・岩井 仁香(D☆ARMY) 

3位 鈴木 彩加・浦島 実玖(橿原ジュニア) 

4位 久本 ゆめか・立野 葉月(PEACE) 

  

4GDB 

1位 尾﨑 羽音・佐野 未菜美(TOYO体協) 

2位 加藤 愛華・田中 夢理(PEACE) 

3位 藤井 史穂・吉岡 葉菜(D☆ARMY) 

 

順位決定戦 

1位 日野石 杏・豊口 紗智華(広島安佐) 

2位 尾﨑 羽音・佐野 未菜美(TOYO体協) 

3位 加藤 愛華・田中 夢理(PEACE) 

4位 伊藤 妃香瑠・岩井 仁香(D☆ARMY) 


