
各代表者様 平成30年7月27日

平成３０年度兵庫県総合バドミントン選手権大会の成績により標記大会の参加選手を下記の通り

推薦致します。参加される選手は、申込締切までに下記申込先まで申込お願いします。

なお、辞退の場合は推薦書届いてから１週間以内に連絡願います。（下位の方へ推薦依頼します）

期日：平成３０年９月２２日（土）～２３日（日）

会場：ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館本館・別館）

     ９月２２日（土）受付は８：３０からです。練習は９：００からとなります。

今年度から初日が単・混合となり２日目が複となりましたので注意してください。今年度から初日が単・混合となり２日目が複となりましたので注意してください。今年度から初日が単・混合となり２日目が複となりましたので注意してください。今年度から初日が単・混合となり２日目が複となりましたので注意してください。

詳細は別途要項をご覧ください。

前年度近畿社会人

　　単　　１位

栗田 輝亮 Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ

種目 氏名 所属 種目 氏名 所属

一般男子単　　１位 北里 元輝 関西学院大学 石川 泰成 関西学院大学

一般男子単　　２位 戸内 佑亮 関西学院大学 山下 大輔 関西学院大学

一般男子単　　３位 中原 拓也 関西学院大学 竹内 裕哉 関西学院大学

一般男子単　　５位 原田 俊佑 関西学院大学 鍵谷 由輝 関西学院大学

一般男子単　　６位 黄 鎮釧 大和製衡 松浦 晋太郎 大和製衡

一般男子単　　７位 平岡 立成 関西学院大学 鈴木 雄一朗 大和製衡

一般男子単　　８位 澄川 考志 関西学院大学 武本 颯 神戸学院大学

一般男子単　　９位 安井　颯杜 神戸村野工業高校 高嶋 孝気 神戸学院大学

一般男子単　１０位 寺尾 聖也 Ｊｕｎｋｉｅ 黄 鎮釧 大和製衡

一般男子単　１１位 宮本　康平 甲南大学 竹下 慧 大和製衡

一般男子単　１２位 福原 雄志 関西学院大学 酒井 瑚大 関西学院大学

１１人 平岡 立成 関西学院大学

明地 達也 新日鐵住金広畑

有馬 輝 新日鐵住金広畑

植田 真伍 高砂ＢＳ

東﨑 裕史 兵庫県教職員

永井 武蔵 神戸村野工業高校

河合 則隆 神戸村野工業高校

西原 正崇 関西学院大学

種目 氏名 所属 川波 篤史 関西学院大学

一般女子単　　１位 髙木 美季 三菱電機 木村 聡志 関西学院大学

一般女子単　　２位 重信 萌夏 関西学院大学 原田 俊佑 関西学院大学

一般女子単　　３位 南部 一伽 三菱電機 安井 颯杜 神戸村野工業高校

一般女子単　　４位 金田 明香里 三菱電機 鈴木 勝也 神戸村野工業高校

一般女子単　　５位 赤在 侑莉 園田学園高校 木村 文紀 甲南大学

一般女子単　　６位 野村 このみ 兵庫県教職員 丹波 哲男 甲南大学

一般女子単　　８位 田中 沙季 武庫川女子大学 栗田 輝亮 Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ

一般女子単　　９位 日比 杏夏 関西学院大学 中野 忠昭 Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ

一般女子単　１０位 藤本 未侑 園田学園高校 １４組

一般女子単　１１位 山根 啓子 加古川東高校

一般女子単　１２位 請田 沙穂 関西学院大学

１１人

一般男子複　１４位

兵庫県バドミントン協会

会長　瀨川　欽也

第６７回近畿総合バドミントン選手権大会　参加選手推薦の件

―記―

一般男子複　８位

一般男子複　９位

一般男子複　１０位

一般男子複　１１位

一般男子複　１２位

一般男子複　１３位

前年度近畿高校

　　単　　１位

斉藤 さくら 園田学園高校

一般男子複　１位

一般男子複　２位

一般男子複　３位

一般男子複　４位

一般男子複　５位

一般男子複　６位

一般男子複　７位

前年度近畿社会人

　　単　　１位

森田 彩希子 しぇいくはんずＫＯＢＥ

関西学院大学蘭 沙也可

今年度関西学生

　　単　　１位



野村 このみ ＴＥＡＭ　ＢＯＳＳ 宮丸　拓海 ＴＥＡＭ　ＢＯＳＳ

末兼　彩咲 零～ＺＥＲＯ～ 野村 このみ ＴＥＡＭ　ＢＯＳＳ

種目 氏名 所属 種目 氏名 所属

田島 優乃華 三菱電機 藤井 奨 三菱電機姫路

金田 明香里 三菱電機 木戸 美咲 三菱電機

重信 萌夏 関西学院大学 福原 雄志 関西学院大学

村田 瑞希 関西学院大学 佐々木 絢子 関西学院大学

野村 このみ 兵庫県教職員 川波 篤史 関西学院大学

山本 しずか 兵庫県教職員 水野 成美 関西学院大学

木戸 美咲 三菱電機 片平 雄理 新明和工業

伊藤 月規 三菱電機 小松 瑞穂 ＴＥＡＭ　ＢＯＳＳ

北谷 美樹 関西学院大学 鈴木 雄一朗 大和製衡

澤田 望空 関西学院大学 野村 このみ 兵庫県教職員

木村 百花 三菱電機 宇山 大洋 猪名川クラブ

南部 一伽 三菱電機 田中 亜実 猪名川クラブ

小林 瑞季 神戸学院大学 東﨑 裕史 兵庫県教職員

田中 ちひろ 神戸学院大学 村上 綾香 Ｓｕｐｅｒ　Ｂｉｒｄ

斉藤 さくら 園田学園高校 吉川 泰斗 三菱電機姫路

松久 紬 園田学園高校 山本 しずか 兵庫県教職員

岩﨑 遥香 関西学院大学 岩本 雄太 関西学院大学

蘭 沙也可 関西学院大学 村田 瑞希 関西学院大学

竹中 愛依里 甲南大学 八十 友昭 西播クラブ

山下 華奈 甲南大学 芹野 啓子 西播クラブ

藤本 未侑 園田学園高校 小川 貴史 大阪チタニウムテクノロジーズ

岸野 瑠璃 園田学園高校 森山 美和子 大阪チタニウムテクノロジーズ

紅林 里奈 関西学院大学 喜多村 陵 ｐｉｙｏｐｉｙｏ

山下 陽子 関西学院大学 篠原 郁美 ｐｉｙｏｐｉｙｏ

石倉 みなみ 武庫川女子大学 赤松 楓己 Ｊｕｎｋｉｅ

田中 沙季 武庫川女子大学 城市 早紀 Ｊｕｎｋｉｅ

小島 結衣 園田学園高校 １３組

永井 日南乃 園田学園高校

豊嶋 ののか 園田学園高校

友金 舞羽 園田学園高校

１５組

１．参加制限 （１）１選手は２種目以内の参加とし、単と混合複は兼ねられない。

（２）推薦を辞退及び単と混合複の両種目推薦されている選手は、辞退の種目を申込先まで

　　　連絡の事。（７月３０日（月）までに）

２．参加料 一般単 ３５００円

一般複・混合 ７０００円

今年度より中高生も同額となります

３．申込締切日 平成３０年８月１０日（金）午後５時必着（厳守）

４．申込方法 申込用紙に必要事項記入の上、下記申込先まで申し込むこと。

　　及び振替先 参加料は申込期日までに同封の振込票にて郵便振替のこと。

（振込の確認が出来ない場合参加を認めない場合もあります）

＊領収書の必要な団体（クラブ）は、その旨（金額等）申込書に記入してください。

＊申込用紙は年間申込書を活用願います。

Ｅｘｃｅｌデータはterurun290506@yahoo.co.jpへ送付してください。データのみでは受付しません。
口座

５．申込先及び 〒652-0811 神戸市兵庫区新開地２丁目５－１１－８０６

　　問合せ 自宅・ＦＡＸ 078-576-3179 携帯 090-5365-8056

６．その他 （１）詳細については本大会要項参照のこと。

（２）大会初日は開会式前に受付を行います。受付確認出来ない場合は棄権となります。

　　　参加選手は必ず開会式に参加願います。

一般女子複　４位

一般女子複　５位

００９１０－２－３０３０６７　兵庫県バドミントン協会

―記―

一般女子複　１０位

一般女子複　１１位

一般女子複　１２位

一般女子複　１３位

一般女子複　１４位

一般女子複　１５位

一般女子複　９位

一般混合複　１０位

一般混合複　１１位

一般混合複　１２位

一般混合複　１３位

一般混合複　９位

前年度近畿社会人

　　複　　１位

前年度近畿社会人

　　混合複　１位

一般女子複　６位

一般女子複　７位

一般女子複　８位

一般混合複　７位

一般混合複　８位

一般混合複　１位

一般混合複　２位

一般混合複　３位

一般混合複　４位

一般混合複　５位

一般混合複　６位

一般女子複　１位

一般女子複　２位

一般女子複　３位


