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第72回国民体育大会近畿ブロック大会　バドミントン競技“報告書＜最終順位＞

平成29年8月12日（土）～13日（日）神戸市立中央体育館

最終順位（成績）

成　年　男　子 �成　年　女　子 �少　年　女　子 
（　M　T　） �（　W　T　） �（　G　T　） 

1位 �近　畿　代　表 �近　畿　代　表 �近　畿　代　表 
大　阪　府 �大　阪　府 �大　阪　府 

2　位 �近＿畿　代　表 �近　畿　代　表 �近　畿　代　表 
滋　賀　県 �兵　庫　県 �京　都　府 

3　位 �京　都　府 �近畿代表 京都府 �滋　賀　　県 

4　位 �奈　良　県 �近畿代表 和歌山県 �和　歌　山　県 

5　位 �兵　庫　県 �奈　良　県 �兵　庫　県 

6　位 �和　歌　山　県 �滋　賀　県 �奈　良　県 

種　　　目 �本大会出場府県数 �本　大　会　出　場　府　県　名 

成年男子 �2 �大　　阪　　府 �滋　　賀　　県 

成年女子 �4 �大　　阪　　府 �兵　　庫　　県 
京　　都　　府 �和　歌　山　県 

少年女子 �2 �大　　阪　　府 �京　　都　　府 
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予選リーグ対抗戦表

第1日日　8月12日（土）

成年男子予選リーグ

会場：神戸市立中央体育館

種別 �ゾーン �府県名 �1大阪府 �2　奈良県 �3　兵庫県 �勝 �負 �順位 

成 年 男 子 �A �1大阪府 � �2－1 �2－1 �2 �0 �1 

2　奈良県 �1－2 � �2－1 �1 �1 �2 

3　兵庫県 �1－2 �1－2 � �0 �2 �3 

ゾーン �府県名 �1和歌山県 �2　京都府 �3　滋賀県 �勝 �負 �順位 

B �1和歌山県 � �0－3 �1－2 �0 �2 �3 2　京都府 �3－0 � �1－2 �1 �1 �2 

3　滋賀県 �2rl �2－1 � �2 �0 �1 

少年女子予選リーグ

種別 �ゾーン �府県名 �1京都府 �2　大阪府 �3　兵庫県 �勝 �負 �順位 

少 ・年 女 子 �A �1京都府 � �1－2 �3－0 �1 �1 �2 

2　大阪府 �2－1 � �2－1 �2 �0 �1 

3　兵庫県 �0－3 �1－2 � �0 �2 �3 

ゾーン �府県名 �1奈良県 �2和歌山県 �3　滋賀県 �勝 �負 �順位 

B �1奈良県 � �1－2 �1－2 �0 �2 �3 2　和歌山県 �2－1 � �0－3 �1 �1 �2 

3　滋賀県 �2－1 �3－0 � �2 �0 �1 

成年女子予選リーグ

種別 �ゾーン �府県名 �1奈良県 �2　大阪府 �3　滋賀県 �勝 �負 �順位 

成 年 女 子 �A �1奈良県 � �0－3 �2－1 �1 �1 �2 

2　大阪府 �3－0 � �2－1 �2 �0 �1 

3　滋賀県 �1－2 �1－2 � �0 �2 �3 

ゾーン �府県名 �1和歌山県 �2　京都府 �3　兵庫県 �勝 �負 �順位 

B �1和歌山県 � �1－2 �1－2 �0 �2 �3 2　京都府 �2－1 � �0－3 �1 �1 �2 

3　兵庫県 �2－1 �3－0 � �2 �0 �1 
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第72回国民体育大会近畿ブロック大会　バドミントン競技。報告書＜成年男子予選リーグ＞

平成29年8月12日（土）神戸市立中央体育館

A　ゾーン
成年男子　試合番号　MAl 

MA l �大　　阪　　府 �2－1 �奈　　良　　県 

1D �高　階　知　也 �21－11 221－100 �中　嶋　　遼 
井　谷　和　弥 ��山　中　大　晦 

lS �小　倉　由　嵩 �21－17 221－100 �山　中　大　峰 

2S �井　谷　和　弥 �　0－21 ］00－212 �西　林　俊　樹 

成年男子　試合番号　MA3 

MA 3 �大　　阪　　府 �2－1 �兵　　庫　　県 

lD �高　階　知　也 �21－14 221－90 �松浦晋太郎 
井　谷　和　弥 ��戸　内　佑　亮 

1S �小　倉　由　嵩 �21－14 221－140 �黄　　積　釧 

2S �井　谷　和　弥 �　0－21 皐00－212 �戸　内　佑　亮 

成年男子　試合番号　MBl 

MB 1 �京　　都　　府 �3－0 �和　歌　山　県 

1D �吉　川　　改 �21－17 221－50 �平　野　晃　一 
疋　田　聖　也 ��山　東　亮　太 

1S �常　山　明　良 �21－5 221－120 �山　田　真　也 

2S �疋　田　聖　也 �21－0 221－00 �平　野　晃　一 

成年男子　試合番号　MB3 

MB 3 �滋　　賀　　県 �2－1 �和　歌　山　県 

lD �西川　裕次郎 �21－16 221－110 �平　野　晃　一 
藤　原　圭　祐 ��山　東　亮　太 

lS �清　水　智　彦 �21－8 221－170 �山　田　真　也 

2S �藤　原　圭　祐 �　0－21 皐00－212 �平　野　晃　一 

成年男子　試合番号　MA2 

MA 2 �奈　　良　　県 �2－1 �兵　　庫　　県 

lD �中　嶋　遠 山中大峰 �18　－　21 �松浦晋太郎 221－151 21－16 �黄　　槇　釧 

lS �西　林　俊　樹 �21－12 19－212 16－21 �戸　内　借　亮 

2S �中　　嶋　　遼 �18－21 221－181 21－18 �黄　　積　　釧 

成年男子　試合番号　MB2 

MB 2 �滋　　賀　　県 �2－1 �京　　都　　府 

1D �西川　裕次郎 �21－19 217－211 21－15 �疋　田　空　也 
藤　原　圭　祐 ��吉　川　　改 

1S �清　水　智　彦 �21－17 116－212 12－21 �常　山　明　良 

2S �藤　原　圭　祐 �12－21 221－151 21－14 �疋　田　聖　也 
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第72回国民体育大会近畿ブロック大会　バドミントン競技・報告書＜成年女子予選リーグ＞

平成29年8月12日（土）神戸市立中央体育館

A　ゾーン
成年女子　試合番号　WAl 

WA l �大　　阪　　府 �3－0 �奈　　良　　県 

lD �新　藤　　綾 �21－11 221－150 �辻　田　真　希 
春　木　真　奈 ��小　林　伽　奈 

lS �森　み　ず　種 �17－21 221－131 21－12 �森永　ひかり 

2S �春　木　真　奈 �21－14 221－190 �辻　田　真　希 

成年女子　試合番号　WA3 

WA 3 �奈　　良　　県 �2－1 �滋　　賀　　県 

1D �森永　ひかり �21－15 118－212 21－14 �工　藤　　瞳 
辻　田　真　希 ��勝　　洋　子 

1S �森永　ひかり �21－14 221－120 �近　藤　弘　美 

2S �辻　田　真　希 �21－16 221－120 �工　藤　　瞳 

成年女子　試合番号　WBl 

WB l �京　　都　　府 �2－1 �和　歌　山　県 

lD �謹　井　優　希 �21－18 221－130 �若　田　美　沙 
山　藤　千　彩 ��関　川　容　子 

lS �朝　岡　依　純 �21－10 221－80 �花野　里沙子 

2S �嶺　井　優　希 �18－21 121－122 19－21 �君　田　美　沙 

成年女子　試合番号　WB3 

WB 3 �兵　　庫　　県 �2－1 �和　歌　山　県 

lD �木　戸　美　咲 �21－13 221－190 �君　田　美　沙 
伊　藤　月　規 ��関　川　容　子 

1S �高　木　美　季 �21－19 221－60 �花野　里沙子 

2S �木　戸　美　咲 �　0－21 キ00－212 �着　日　美　沙 

成年女子　試合番号　WA2 

WA 2 �大　　阪　　府 �2－1 �滋　　賀　　県 

lD �新　藤　　綾 �21－10 221－150 �工　藤　　瞳 
春　木　真　奈 ��勝　　洋　子 

lS �森　み　ず　穂 �21－6 218－211 21－8 �近　藤　弘　美 

2S �春　木　真　奈 �　0－21 キ00－212 �工　藤　　瞳 

成年女子　試合番号　WB2 

WB 2 �兵　　庫　　県 �3－0 �京　　都　　府 

1D �木　戸　美　咲 �21－7 221－150 �嶺　井　優　希 
伊　藤　月　規 ��山　蕗　千　彩 

lS �高　木　美　幸 �23－21 221－130 �朝　岡　依　純 

2S �木　戸　美　咲 �21－0 221－00キ �嶺　井　優　希 
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第72回国民体育大会近畿ブロック大会　バドミントン競技“報告書＜少年女子予選リーグ＞

平成29年8月12日（土）神戸市立中央体育館

A　ゾーン
少年女子　試合番号　GAl 

GA l �大　　阪　　府 �2－1 �京　　都　　府 

lD �和　田　七　海 �21－15 221－130 �明　地　七　海 
村　上　知　紘 ��貴田　臭聖子 

1S �徳　田　美　礼 �18－21 221－171 21－15 �櫻庭　ほのか 

2S �村　上　知　紘 �10－21 022－242 �明　地　七　海 

少年女子　試合番号　GA3 

GA 3 �京　　都　　府 �2－1 �兵　　庫　　県 

1D �貴田　臭里子 �21－16 221－170 �山　下　陽　子 
明　地　七　海 ��松　　久　　紬 

lS �明　地　七　海 �21－19 221－100 �斉藤　さく　ら 

2S �櫻庭　ほのか �　0－21 ・00－212 �松　　久　　紬 

少年女子　試合番号　GBl 

GB l �和　歌　山　県 �2－1 �奈　　良　　県 

lD �山　　下　　玄 �21－14 221－170 �遠　藤　　桜 
松　下　羽　衣 ��中　西　和　佐 

lS �山　　下　　玄 �21－17 221－130 �森　本　咲　綺 

2S �佐　原　穂　香 �5－21 016－212 �遠　藤　　桜 

少年女子　試合番号　GB3 

GB 3 �滋　　賀　　県 �2－1 �奈　　良　　県 

lD �五島　あかり �21－12 221－120 �森　本　咲　綺 
佐　藤　鈴　奈 ��遠　藤　　桜 

1S �堤　　愛　花 �21－18 221－150 �遠　藤　　桜 

2S �五島　あかり �　0－21 キ00－212 �中　西　和　佳 

少年女子　試合番号　GA2 

GA 2 �大　　阪　　府 �2－1 �兵　　庫　　県 

lD �村　上　知　紘 �21－18 221－140 �山　下　陽　子 
和　田　七　海 ��松　　久　　紬 

1S �徳　岡　美　礼 �21－16 221－150 �斉藤　さく　ら 

2S �和　田　七　海 �21－23 121－112 15－21 �松　　久　　紬 

少年女子　試合番号　GB2 

GB 2 �滋　　賀　　県 �3－0 �和　歌　山　県 

lD �五島　あかり �18－21 221－191 22－20 �松　下　羽　衣 
佐　藤　鈴　奈 ��山　　下　　玄 

lS �堤　　愛　　花 �21－16 221－110 �佐　原　穂　香 

2S �五島　あかり �12－21 221－131 21－18 �山　　下　　玄 
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決勝〃順位決定トーナメント対戦表
第2日日　8月13日（日）

大阪府
（Aゾーン1位）

京都府
（Bゾーン2位）

3位決定戦
京都府

（Mlの敗者）

奈良県
（M2の敗者）

大阪府
（Aゾーン1位）

和歌山県
（Bゾーン2位）

3位決定戦
和歌山県

（Bゾーン2位）

（Glの敗者）

滋賀県
（Bゾーン1位）

（G2の敗者）

決　　　勝

大阪府
（Aゾーン1位）

兵庫県
（Bゾーン1位）

成　年　男　子
2　決　　　勝　0

M5

0　　　　　　　　　　　　2

・5位決定戦

己　　　　　　　兵庫県

奈良県
（Aゾーン2位）

滋賀県
（Bゾーン1位）

二二国－（宝器）二二］”
0　　　　（Bゾーン3位）

少　年　女　子
2　決　　　勝　2

Gl �8　　1 �SG2 1 
G5 

0　　　　　　　　　　　　0

1位、2位は予選リーグの結果によります。

5位決定戦
兵庫県

（Bゾーン3位）

3位、4位は予選リーグの結果によります。

成　年　女　子

二二］－
0

京都府
（Aゾーン2位）

滋賀県
（Bゾーン1位）

二二ヨー（A窪三二二三十

3位“4位決定戦

奈良県
（Aゾーン2位）

和歌山県
（Bゾーン3位）

5位決定戦
奈良県

（Aゾーン2位）

（Wlの敗者）

滋賀県
（Aゾーン3位）

（W2の敗者）

Wl �8 �lw2 
S　　w5 

2　　　　　　　　　　　　2

3位、4位は予選リーグの結果によります。

二二十一
5位、6位は予選リーグの結果によります。

－6－

滋賀県
（Aゾーン3位）

京都府
（Bゾーン2位）



第72回国民体育大会近畿ブロック大会　バドミントン競技・報告書＜成年男子決勝トーナメント＞

平成29年8月13日（日）神戸市立中央体育館

成年男子　準決勝　試合番号　Ml 

M 1 �大　　阪　　府 �2－0 �京　　都　　府 

lD �高　階　知　也 �21－17 216－211 21－11 �吉　川　　改 
井　谷　和　弥 ��疋　国　璽　也 

lS �小　倉　由　嵩 �21－14 221－160 �常　山　明　良 

2S �井　谷　和　弥 �打ち切り �疋　田　聖　也 

成年男子　3位決定戦　試合番号　M3 

M 3 �京　　都　　府 �2－0 �奈　　良　　県 

1D �吉　川　　改 �21－14 221－190 �山　中　大　崎 
疋　田　聖　也 ��中　嶋　　遼 

lS �常　山　明　良 �21－18 221－120 �西　林　俊　樹 

2S �疋　田　空　也 �打ち切り �中　嶋　　遼 

成年男子　決勝　試合番号　M5 

M 5 �大　　阪　　府 �2－0 �滋　　賀　　県 

lD �高　階　知　也 �25－23 221－130 �西川　裕次郎 
井　谷　和　弥 ��藤　原　圭　祐 

lS �小　倉　由　嵩 �21－14 221－160 �清　水　智　彦 

2S �井　谷　和　弥 �打ち切り �西川　裕次郎 

成年男子　準決勝　試合番号　M2 

M 2 �滋　　賀　　県 �2－0 �奈　　良　　県 

lD �西川　裕次郎 �21－15 221－180 �山　中　大　崎 
藤　原　圭　祐 ��中　　嶋　　遼 

1S �清　水　智　彦 �21－6 221－130 �西　林　俊　樹 

2S �藤　原　圭　祐 �打ち切り �中　　嶋　　遼 

成年男子　5位決定戦　試合番号　M4 

M 4 �兵　　庫　　県 �2－1 �和　歌　山　県 

1D �松浦　晋太郎 �21－18 115－212 16－21 �山　東　亮　太 
黄　　積　釧 ��平　野　晃　一 

lS �戸　内　借　亮 �21－12 221－180 �山　田　真　也 

2S �黄　　積　釧 �21－19 217－211 21－13 �平　野　晃　一 
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第72回国民体育大会近畿ブロック大会　バドミントン競技・報告書＜成年女子決勝トーナメント＞

平成29年8月13日（日）神戸市立中央体育館

成年女子　3位・4位決定戦　試合番号　Wl 

W l �和　歌　山　県 �2－1 �奈　　良　　県 

lD �若　田　美　沙 �18－21 221－131 21－9 �小　林　伽　奈 
関　川　容　子 ��辻　田　真　希 

1S �花野　里沙子 �8－21 022－242 �森永　ひかり 

2S �君　田　美　沙 �21－11 221－120 �辻　田　臭　希 

Bゾーン2位　予選リーグの　Bゾーン3位

結果による

成年女子　決勝　試合番号　W3 

W 3 �大　　阪　　府 �2－0 �兵　　庫　　県 

lD �新　藤　　綾 �21－15 218－211 21－19 �木　戸　美　咲 
春　木　真　奈 ��伊　藤　月　規 

1S �森　み　ず　穂 �21－19 221－190 �高　木　美　季 

2S �春　木　真　奈 �打ち切り �木　戸　美　咲 

成年女子　3位・4位決定戦　試合番号　W2 

W 2 �京　都　府 �2－0 �滋　　賀　　県 

lD �横　井　優　希 �21－13 221－160 �工　藤　　瞳 
朝　岡　依　純 ��勝　　洋　子 

lS �朝　岡　依　純 �21－10 221－130 �近　藤　弘　美 

2S �嶺　井　優　希 �打ち切り �工　藤　　瞳 

Aゾーン2位　予選リーグの　Aゾーン3位

結果による
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少年女子　準決勝　試合番号　Gl 

G l �大　　阪　　府 �2－0 �和　歌　山　県 

lD �和　田　七　海 �21－7 221－180 �山　　下　　玄 
村　上　知　紘 ��松　下　羽　衣 

1S �徳　岡　美　礼 �21－5 221－160 �佐　原　穂　香 

2S �和　田　七　海 �打ち切り �山　　下　　玄 

少年女子　3位決定戦　試合番号　G3

滋　　賀　　県 和　歌　山　県

Bゾーン1位　予選リーグの　Bゾーン2位

結果による

Aゾーン1位　予選リーグの　Aゾーン2位

結果による

少年女子　準決勝　試合番号　G2 

G 2 �京　　都　府 �2－0 �滋　賀　　県 

lD �貴田　臭聖子 �21－15 221－110 �五島　あかり 
明　地　七　海 ��佐　藤　鈴　奈 

1S �櫻庭　ほのか �24－22 221－160 �堤　　愛　　花 

2S �明　地　七　海 �打ち切り �五島　あかり 

少年女子　5位決定戦　試合番号　G4 

G 4 �兵　庫　県 �2－0 �奈　　良　　県 

lD �山　下　陽　子 �21－12 221－160 �遠　藤　　桜 
松　久　　細 ��中　西　和　佐 

lS �斉藤　さくら �21－15 222－241 21－19 �森　本　咲　綺 

2S �山　下　陽　子 �打ち切り �遠　藤　　桜 
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