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第73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〉

日時：平成30年8月18日（土）～19日（日）　会場：岩出市立市民総合体育館

成年女子 �少年男子 �少年女子 

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 
兵　庫　県　一　一 �兵　庫　県 �兵　庫　県 

3　位 �奈　良　県 �滋　賀　県 �近畿代表 京都府 

4　位 �滋　賀　県 �奈　良　県 �近畿代表 滋賀　県 

5　位 �京　都　府 �和　歌　山　県 �奈　良　県 

6　位 �和　歌　山　県 �京　都　府 �和　歌　山　県 

種　　目 �本大会出場府県数 �本大会出場府県名 

成　年　女　子 �2 �大　阪　府 �兵　庫　県 

少　年　男　子 �2 �大　阪　府 �兵　庫　県 

少　年　女　子 �4 �大　阪　府 �兵　庫　県 

京　都　府 �滋　賀　県 



第1日日　8月18日（土）

成年女子予選リーグ

予選リーグ対抗戦試合結果

会場：岩出市立市民総合体育館

種別 �ゾーン �府県名 �1兵庫県 �2　大阪府 �3　和歌山県 �勝 �負 �順位 

成 年 女 子 �A �l兵庫県 �－ �1－2 �2－1 �1 �1 �2 

2　大阪府 �2－1 �－ �2－1 �2 �0 �1 

3　和歌山県 �1－2 �1－2 �－ �0 �2 �3 

ゾーン �府県名 �l滋賀県 �2　奈良県 �3　京都府 �勝 �負 �順位 

B �l滋賀県 �－ �0－3 �3－0 �1 �1 �2 2　奈良県 �3－0 �－ �1－2 �1 �1 �1 

3　京都府 �0－3 �2－1 �－ �1 �1 �3 

少年男子予選リーグ

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

少 年 男 子 �A �1滋賀県 � �0－3 �2－1 �1 �1 �2 

2　大阪府 �3－0 �－ �2－1 �2 �0 �1 

3　京都府 �1－2 �1－2 � �0＿ �2 �3 

ゾーン �府県名 �l和歌山県 �2　兵庫県 �3　奈良県 �勝 �負 �順位 

B �l和歌山県 �－ �1－2 �1－2 �0 �2 �3 2　兵庫県 �2－1 � �2－1 �2 �0 �1 

3　奈良県 �2－1 �1－2 � �1 �1 �2 

少年女子予選リーグ

種別 �ゾーン �府県名 �1大阪府 �2　京都府 �3　和歌山県 �勝 �負 �順位 

少 年 女 子 �A �l大阪府 �－ �2－1 �2－1 �2 �0 �1 

2　京都府 �1－2 �－ �2－1 �1 �1 �2 

3　和歌山県 �1－2 �1－2 �－ �0 �2 �3 

ゾーン �府県名 �1奈良県 �2　滋賀県 �3　兵庫県 �勝 �負 �順位 

B �l奈良県 � �0－3 �1－2 �0 �2 �3 2　滋賀県 �3－0 �－ �1－2 �1 �1 �2 

3　兵庫県 �2－1 �2－1 � �2 �0 �1 



第73回国民体育大会近畿ブロック大会バドミントン軽量
●成年女子　予選リーグA

兵庫県 ���1－　2 �大阪府 

lD �田島優乃華 �0 �21＿23 17－21 ���2 �春木真奈 
金田明香里 ������早jII紗保里 

lS �高木美季 �2 �21＿10 16－21 21‾15 ���l �豊山智佳 

2S �金田明香里 �1 �21＿17 20－22 6‾21 ���2 �早川紗保里 

大阪府 ���2　－1 �和歌山県 

lD �春木真奈 �2 �91－18 21－19 ���0 �君田美沙 
早川紗保里 ������山下玄 

lS �重山智佳 �2 �21＿11 24－22 ���0 �山下玄 

2S �早川紗保里 �0 �キ0＿21 キ0－21 ���2 �若田美沙 

●成年女子　予選リーグB
［WB］

滋賀県 ���0　－　3 �奈良県 

lD �工藤瞳 �1 �21＿13 22－24 11‾21 ���2 �北上詩歩 
中田真由 ������田中瑞穂 

lS �近藤弘美 �l �8＿21 23－21 14‾21 ���2 �辻田臭希 

2S �中田真由 �0 �19＿21 24－26 ���2 �北上詩歩 

奈良県 ���1－　2 �京都府 

lD �北上詩歩 �0 �19＿21 20－22 ���2 �長町夏実 
田中瑞穂 ������長丸彩由子 

lS �辻田真希 �2 �21＿19 18－21 21‾19 ���l �保井優奈 

2S �北上詩歩 �0 �19＿21 14－21 ���2 �長町夏実 

兵庫県 ���2　－1 �和歌山県 

lD �田島優乃華 �2 �21＿9 21－16 ���0 �著聞美沙 
金田明香里 ������山下玄 

lS �高木美季 �2 �21＿13 21－10 ���0 �君田美沙 

2S �金田明香里 �0 �キ0＿21 キ0－21 ���2 �山下玄 

滋賀県 ���3　－　0 �京都府 

lD �工藤瞳 �2 �21＿16 14－21 21‾19 ���1 �長町夏実 
中田真由 ������長丸彩由子 

lS �近藤弘美 �2 �21＿17 21－17 ���0 �保井優奈 

2S �中田真由 �2 �ll＿21 21－18 21‾10 ���1 �長町夏実 



第73回国民体育大会近畿ブロック大会バドミントン競技
●少年男子　予選リーグA

滋賀県 ���0　－　3 �大阪府 

lD �大谷璃輝 �0 �10＿21 8－21 ���2 �宇治巧登 
山崎翔 ������佐野大輔 

lS �南口瑛朗 �0 �7＿21 13－21 ���2 �高橋洗士 

2S �山崎翔 �0 �9＿21 18－21 ���2 �宇治巧登 

大阪府 ���2　－1 �京都府 

lD �宇治巧登 �2 �ワ1－1干 21－10 ���0 �神野圭吾 
佐野大輔 ������西大輝 

lS �高橋洗士 �2 �21＿6 21－13 ���0 �‾友野嵐丸 

2S �佐野大輔 �0 �キ0＿21 キ0－21 ���2 �神野圭吾 

●少年男子　予選リーグB
［BB］

和歌山県 ���1－　2 �兵庫県 

lD �白水幹人 �0 �21＿23 20－22 ���2 �安井楓杜 
岩橋稜典 ������鈴木勝也 

lS �柏木諷 �2 �21＿18 21－12 ���0 �永井武蔵 

2S �岩橋稜典 �l �17＿21 22－20 15‾21 ���2 �鈴木勝也 

兵庫県 ���2　－1 �奈良県 

lD �安井孤杜 �2 �14＿21 21－11 21‾14 ���1 �西林政樹 
鈴木勝也 ������寺田貴昭 

lS �安井諷杜 �2 �21＿18 21－12 ���0 �寺田貴昭 

2S �鈴木勝也 �0 �キ0＿21 キ0－21 ���2 �石井諷馬 

滋賀県 ���2　－1 �京都府 

lD �大谷璃輝 �2 �211＿16 19－21 21‾18 ���l �神野圭吾 
山崎翔 ������西大輝 

lS �南口瑛朗 �1 �16＿21 21－15 15‾21 ���2 �西大輝 

2S �山崎翔 �2 �21＿17 21－15 ���0 �神野圭吾 

和歌山県 ���1－　2 �奈良県 

lD �白水幹人 �0 �12＿21 14－21 ���2 �西林政樹 
岩橋稜典 ������寺田貴昭 

lS �柏木硯 �2 �21＿12 21－9 ���0 �石井孤馬 

2S �岩橋稜典 �1 �17＿21 22－20 16‾21 ���2 �寺田貴昭 



第73回国民体育大会近挫ブロック大会　バドミントン競技
●少年女子　予選リーグA

大阪府 ���2　－1 �京都府 

lD �植村理央 �l �13＿21 21－16 16‾21 ���2 �明地七海 
藤井史織 ������小野美晴 

lS �植村理央 �2 �19＿21 21－12 23‾21 ���1 �明地七海 

2S �徳岡梨々香 �2 �9＿21 21－11 21‾ll ���l �櫻庭ほのか 

京都府 ���2　－1 �和歌山県 

lD �明地七海 �2 �91－7 21－15 ���0 �江川陽菜 
小野美晴 ������久保日那花 

lS �櫻庭ほのか �2 �21＿12 21－16 ���0 �望月愛加 

2S �明地七海 �0 �キ0＿21 キ0－21 ���2 �江川陽菜 

●少年女子　予選リーグB
［GB］

奈良県 ���0　－　3 �滋賀県 

lD �森本咲綺 �0 �23＿25 19－21 ���2 �仲井杏花里 
荒木笑 ������杉本美和 

lS �篠原七緒 �0 �10＿21 15－21 ���2 �堤愛花 

2S �森本咲綺 �1 �19＿21 21－13 16‾21 ���2 �仲井杏花里 

滋賀県 ���1－　2 �兵庫県 

lD �仲井杏花里 �0 �14＿21 14－21 ���2 �斉藤さくら 
杉本美和 ������松久細 

lS �堤愛花 �1 �21＿16 16－21 14‾21 ���2 �去来jii琴葉 

2S �仲井杏花里 �2 �21＿0キ 21－0キ ���0 �斉藤さくら 

大阪府 ���2　－1 �和歌山県 

lD �植村理央 �2 �21＿6 21－9 ���0 �江川陽菜 
藤井史織 ������ー望月愛加 

lS �徳岡梨々香 �2 �21＿11 21－11 ���0 �江川陽菜 

2S �植村理央 �0 �キ0＿21 キ0－21 ���2 �久保日那花 

奈良県 ���1－　2 �兵庫県 

lD �森本咲綺 �0 �7＿21 16－21 ���2 �斉藤さくら 
荒木笑 ������松久紬 

lS �篠原七緒 �0 �15＿21 13－21 ���2 �去来川琴葉 

2S �森本咲綺 �2 �21＿0キ 21－0キ ���0 �斉藤さくら 



決勝・順位決定トーナメント試合結果
第2日日　8月19日（日）

3位決定戦

滋賀県

奈良県

大阪府

奈良県

3位決定戦

奈良県

滋賀県

決勝

大阪府

兵庫県

会場：岩出市立市民総合体育館

成年女子
決勝

0　　　　　　　　　　　　　　0

※1位、2位は予選リーグの結果によります

兵庫県

奈良県

5位決定戦

二コ一　番器二コ一一
2

※3位、4位は予選リーグの結果によります

少年男子
決勝

2 �0 

「　　　　　　　2 �0　　　　　　「 

＿＿“＿」　　　　　　　　　　　　　」 

0　　　　　　　　　　　　　　2

5位決定戦

1　　　　　　　　　　士．調。亡霊

二王一　番器二王”
少年女子

二］”
1

3位・4位決定戦

京都府

奈良県

5位決定戦

奈良県

和歌山県

「　　　　　　210 � 

＿＿＿」 � 

二ユ－
0

※少年女子は4位までの4チームを近畿代表とする。
※成年女子・少年男子は決勝進出の2チームを近畿代表とする。

0

和歌山県

滋賀県



第73回国民体育大会近畿ブロック大会バドミントン韓技
●成年女子決勝トーナメント

［W決勝1］

大阪府 ���2　－　0 �滋賀県 

lD �春木真奈 �2 �21＿14 21－9 ���0 �工藤瞳 
早川紗保里 ������中田真由 

lS �室山智佳 �2 �21＿8 21－12 ���0 �近藤弘美 

2S �早川紗保里 �0 � ���0 �中田真由 

［W決勝決勝］　　キ該当鷺衰当者ナシ

大阪府 �－ �兵庫県 

［W決勝2］

兵庫県 ���2　－　0 �奈良県 

lD �田島優乃華 �2 �21＿13 21－11 ���0 �北上詩歩 
金田明香里 ������＿　田中瑞穂 

lS �高木美季 �2 �21＿8 21－6 ���0 �辻田臭希 

2S �金田明香里 �0 � ���0 �北上詩歩 

．成年女子3位崇詳匪体重去会避空陸畦艶
［W3決決勝］　　キ該当竜該当者ナシ 

滋賀県 �－ �奈良県 

盆坦回国民体育大会近畿ブロック大会バドミントン壁量
●成年女子5位決定戦

［W5決決勝］

和歌山県 ���1－　2 �京都府 

lD �君田美沙 山下玄 �0 �14＿21 13－21 ���2 �長町夏実 長丸彩由子 

lS �山下玄 �2 �19＿21 21－16 21‾12 ���l �保井優奈 

2S �君田美沙 �1 �21＿14 12－21 15‾21 ���2 �長町夏実 



ロック大会　バドミント：

tB決勝2］

第73回国民体育大会…

●少年男子　決勝トーナメント

［B決勝1］

大阪府 �2　－　0 �奈良県 

lD �宇治巧登 �2 �21＿16 21－8 �0 �西林政樹 
佐野大輔 ����寺田貴昭 

lS �高橋洗士 �2 �21＿7 21－11 �0 �西林政樹 

2S �佐野大輔 �0 � �0 �寺田貴昭 

大阪府 �2　－　0 �兵庫県 

lD �宇治巧登 �2 �？クー？4 21＿17 21－19 �1 �安井親柱 
佐野大輔 ����鈴木勝也 

lS �高橋洗士 �2 �21＿6 21－12 �0 �l置 永井武蔵 

2S �宇治巧登 �0 � �0 �鈴木勝也 

●少年男子3位決定戦
［83決決勝］

奈良県 ���1－　2 �滋賀県 

lD �西林政樹 �2 �21＿15 21－14 ���0 �大谷璃輝 
寺田貴昭 ������山崎翔 

lS �石井諷馬 �0 �15＿21 14－21 ���2 �南口瑛朗 

2S �寺田貴昭 �l �19＿21 21－18 17‾21 ���2 �山崎翔 

●少年男子5位決定戦
［B5決決勝］

lD �神野圭吾 西大旗 �0 �13＿21 14－21 �2 �1 白水幹大 岩橋稜典 

lS �友野嵐丸 �0 �19＿21 13－21 �2 �柏木諷 

2S �神野圭吾 �0 � �0 �岩橋稜典 

滋賀県 �0　－　2 �兵庫県 

lD �大谷璃輝 �0 �18＿21 13－21 �2 �安井諷杜 
山崎翔 ����。鈴木勝也 

lS �南口瑛朗 �0 �11＿21 7－21 �2 �鈴木勝也 

2S �山崎翔 �0 � �0 �安井諷杜 



第73回国民体育大会近畿ブロック大会バドミントン競技
●少年女子　決勝トーナメント

［G決勝決勝］

大阪府 ���2　－1 �兵庫県 

ID �植村理央 �0 �13＿21 19－21 ���2 �斉藤さくら 
藤井史織 ������松久紬 

lS �徳岡梨々香 �2 �16＿21 21－12 21‾13 ���1 �去来川琴葉 

2S �植村理央 �2 �21＿19 18－21 21‾14 ���1 �斉藤さくら 

●少年女子　3位決定戦

［63決1］

京都府 ���2　－　0 �奈良県 

lD �明地七海 �2 �21＿18 21－16 ���0 �森本咲綺 
小野美晴 ������荒木笑 

lS �櫻庭ほのか �2 �15＿21 21－17 21‾9 ���l �森本咲綺 

2S �明地七海 �0 � ���0 �篠原七緒 

京都府 ���2　－　0 �滋賀県 

lD �明地七海 �2 �？1－19 21＿ll ���0 �仲井杏花里 
小野美晴 ������杉本美和 

lS �櫻庭ほのか �2 �21＿18 21－13 ���0 �堤愛花 

2S �明地七海 �0 � ���0 �仲井杏花里 

●少年女子5位決定戦
tG5決決勝］

奈良県 ���2　－　0 �和歌山県 

lD �森本咲綺 荒木笑 �2 �13＿21 21－17 21‾19 ���1 �江川陽菜 久保日那花 

lS �篠原七緒 �2 �22＿20 21－14 ���0 �江川陽菜 

2S �森本咲綺 �0 � ���0 �望月愛加 

［G3決2］

和歌山県 ���0　－　2 �滋賀県 

lD �江川陽菜 �0 �23＿25 14－21 ���2 �仲井杏花里 
望月愛加 ������杉本美和 

lS �江川陽菜 �0 �11－21 20－22 ���2 �堤愛花 

2S �久保日那花 �0 � ���0 �仲井杏花里 


