
１部 ２部 ３部 ４部 １部 ２部 ３部 ４部 ５部 ６部

第　１回 田中真平 高村國雄 三浦侑司 浦島　啓 平井美香 田中戸紀子 秋田　幸 平間智子 河津俊子 大槻祥子

早水栄治 上加世田幸三 賀川将夫 坂出秀光 都解朋子 神田郁子 今川照代 安部幸子 向本弘子 矢野良美

H3.4.14 （ILLC） （ギースク） （天王ク） （天王ク） （ILLC） （茨木ク） （長月会） （長月会） （長月会） （茨木公）

第　２回 堀澤　満 松崎秀昭 濱正俊樹 津曲孝信 池浦さよ 安部幸子 西村以子 河津俊子 奥井祥子 小川万千子

高木茂和 市来幸二 古川憲明 近藤正則 高橋和子 今川照代 水野美佐子 矢野房子 阿久根薫 徳久松子

H4.4.5 （郡山ク） （ギースク） （天王ク） （日立マクセル） （茨木ク） （茨木ク） （ギースク） （長月会） （天王ク） （長月会）

第　３回 早水栄治 木戸周二 市橋　茂 渡辺年巳 高橋和子 永田優子 高木寿美子 嵩原武子 岩野理絵 宿院はるみ

高橋清治 棚田形之 間嶋　孝 西山　孝 安達千鶴子 向本弘子 片岡はと子 伊藤明子 茶院杏奈 藤井きよ子

H5.5.2 （ILLC） （玉櫛ク） （南茨木ク） （大池教室） （茨木ク） （茨木ク） （やよい会） （シャトル会） （天王ク） （耳原）

第　４回 宮本芙士夫 佐藤律夫 白石栄一 乾野歳昭 音峰郁子 今川照代 嵩原武子 岡本弥芳子 奥井祥子 岸本伸子

神谷光宣 森　映二 奥野省三 武田和彦 垣内一美 神田幸枝 嶋田信子 馬籠由香 三浦伸子 湯浅洋子

H6.5.3 （ILLC） （ギースク） （玉櫛ク） （南茨木ク） （茨木ク） （茨木ク） （シャトル会） （天王ク） （天王ク） （南茨木ク）

第　５回 田中真平 笠井功一 渡辺　弘 開田信之 池浦さよ 佐藤和恵 樫本礼子 徳久松子 土居佳代子 藤一二三

小山　顕 牧野直樹 松村剛司 村山康昭 高橋和子 秋田　幸 原　法子 渡辺暁美 仁木幸恵 藤本美代子

H7.5.14 （ILLC） （ギースク） （ギースク） （西河原Ｐ） （茨木ク） （茨木ク） （やよい会） （ユーアイク） （ユーアイク） （スマッシュ）

第　６回 高岡正仁 市橋　茂 川崎富男 伴　孝昌 池浦さよ 難波清子 大垣幾代 望月春代 富田由香里 梶村一美

青木杯１回 小川貴史 下野治生 所谷照久 吉田義雄 高橋和子 山下みち子 佐川富士子 菱田律子 安川ひろ子 矢頭由紀子

H8.5.12 （天王ク） （南茨木ク） （太田小） （玉島ク） （茨木ク） （土曜会） （ユーアイク） （ユーアイク） （長月会） （長月会）

第　７回 宮本芙士夫 上加世田幸三 福谷　智 古賀正二 林田美香 藤田加津子 竹原久江 高細幸枝 居組美由紀 盛　初美

青木杯２回 田中真平 徳山人司 橋本　保 堤　秀昭 八島友子 野口直子 安川ひろ子 清滝　愛 伴　英子 東郷仁美

H9.5.4 （ILLC） （ギースク） （神戸製鋼） （畑田小） （ILLC） （ﾏｯﾁﾎﾟｲﾝﾄ） （茨木ク） （春日丘高） （スマッシュ） (春日小）

第　８回 宮本芙士夫 佐藤卓也 伴　孝昌 潮崎和也 林田美香 河野チズ子 望月春代 南　静代 山本正美 野村由紀

青木杯３回 田中真平 山本貴雄 濱　幸人 中村　博 八島友子 湯浅真代 菱田律子 居組美由紀 竹林照美 日野早苗

H10.5.4 （ILLC） （畑田小） (玉島ク） （大池教室） （ILLC） （南茨木ク） （ユーアイク） （スマッシュ） (畑田小） （大池教室）

第　９回 松口金彦 畑　禎治 谷口　博 中村　尚 上枝淳子 友谷純子 長岡和子 徳久松子 野村由紀 真鍋　恵

青木杯４回 宮本芙士夫 加藤丈晴 林　宣彦 田口　正 小川三奈子 宝正敦子 伊東清子 安部幸子 日野早苗 山口小百合

H11.5.3 （ILLC） （天王ク） （土曜会） （山手台） （ILLC） （天王ク） （神戸製鋼） （長月会） （大池教室） （土曜会）

第　１０回 原田　卓 森　映二 上田正治 堤　秀昭 藤井奈々子 竹原久江 松本成美 大友常子 山岡美智子 金谷久子

青木杯５回 園部隆仲 木之下隆士 金庭光一 戸上一也 藤本美紀 藤本美代子 砂川佳菜子 岡村雅子 矢頭由紀子 岡本美香

H12.5.4 （ILLC） （ギースク） （神戸製鋼） （畑田） （ILLC） （茨木ク） （茨木ク） （長月会） （長月会） （ユーアイク）

男子の部 女子の部

青木杯・茨木市バドミントンダブルス大会　　栄光の記録

　　　　部

回



青木杯・茨木市バドミントンダブルス大会　　栄光の記録

１部 ２部 ３部 ４部 １部 ２部 ３部 ４部 ５部 ６部

第　１１回 原田　卓 半崎隼人 花村浩基 横山賀大 上枝淳子 神原典子 佐川厚子 大西直子 河　孝子 吉野由美子

青木杯６回 園部隆仲 津田義雄 谷口　博 孫田貴成 小川三奈子 岡部佳子 林田香代子 円井由美子 高木明子 小川慶美

H13.5.3 （ILLC） （天王ク） （ILLC） （福井ク） （ILLC） （北中同好会） （土曜会） （葦原） （玉島ク） （長月会）

第　１２回 佐藤彰彦 森　映二 松岡　剛 大門良一 上枝淳子 竹原久江 野村由紀 日野早苗 伴　英子 日比野圭子

青木杯７回 虻川友光 渡辺　弘 木戸周二 高安和男 大谷知子 安川ひろ子 木之下孝子 長谷川有子 大村祐子 小川佳子

H14.5.4 （ギースク,ILLC） （ギースク） （畑田） （スマッシュ） （ILLC） （茨木ク） （ギースク） (やよい会） （スマッシュ） （ユーアイク）

第　１３回 小川貴史 山本貴雄 高安和男 平森公三 永田　瞳 中村祐子 蝶野有紀 岡村雅子 横井笑子 原田沙耶

青木杯８回 武木田誠生 河原一也 高安博正 川本正徳 土居杏奈 中村かつ子 中富ちひろ 富田理恵 黒田早苗 田中美也子

H15.5.3 （天王ク） （畑田） （玉島ク） （大池教室） （ILLC） （北中同好会） （天王ク） （長月会） （スマッシュ） （茨木Ｊｒ）

第　１４回 宮本芙士夫 宇都宮正満 三浦　孝 永田優子 樫山ナヲミ 江田清美 上田裕美子 河原美幸 田中亮子

青木杯９回 虻川友光 橋本　智 千綿章敬 永田瞳 濱　桃子 坂出恵美子 前田真由美 中村陽子 尾崎育子

H16.5.4 （ILLC） （ILLC） （畑田ボ） （ILLC） （玉島ク） （天王ク） （春日） （シャトル会） (中条）

第　１５回 小山　顕 渡辺　弘 山口　晃 永田優子 川村敏美 横井笑子 藤一二三 染川朝代 新山　梢

青木杯１０回 虻川友光 安藤　仁 森位和広 永田瞳 北川ひとみ 木内章子 広瀬千恵 井関　栄 木下恵子

H17.5.5 （ILLC） （ギースク） （大池教室） （ILLC） （天王ク） （スマッシュ） （長月会） （玉島ク） （大池教室）

第　１６回 小山　顕 樫山浩三 三浦侑司 中村　学 東郷仁美 福元恵子 竹原久江 上田真菜 加賀田初美 木谷みゆき

青木杯１１回 田中真平 濱　幸人 賀川将夫 西塚俊裕 飯田久美子 新見知子 藤田加津代 松下優子 大村実里 坂田ゆかり

H18.5.5 （ILLC） （玉島ク） （天王ク） （大池教室） （茨木ク） （北中同好会） （茨木ク） （茨木Ｊｒ） （玉島ク） （エッグ）

第　１７回 虻川友光 中村　博 竹原直也 永田優子 内田紀子 大村祐子 甲斐典子 木谷みゆき 住元美津子

青木杯１２回 林　潤一 田鹿和伸 妻鹿忠夫 永田瞳 松田裕美子 大村実里 南浦博恵 坂田ゆかり 永野久美

H19.5.5 (ILLC) (福井ク) (玉島ク) （ILLC） (やよい会) (玉島ク) (茨木ク) (エッグ) (スマッシュ)

第　１８回 畑下隆男 命苫清雄 中村　学 尾崎雅彦 江田清美 大村祐子 矢頭由紀子 東山千奈美 木下恵子 平井千香子

青木杯１３回 國信建臣 藤原辰也 西塚俊裕 西村直仁 永田瞳 大村実里 南静代 植田典代 中谷朱実 宗宮由香

H20.5.3 (ILLC) (REGATTO) （大池教室） （中条小PTA） （天王、ILLC） (玉島ク) (茨木ク) (ユーアイク) (大池教室) (フリー)

第　１９回 畑下隆男 鋳方徳亮 青野一樹 広瀬孝浩 江田清美 出島尚美 村上里美 堤素子 長谷川淑代 長峯由貴子

青木杯１４回 國信建臣 野口浩史 青野翔太 鶴田義明 柳原真理子 齊藤智子 南浦博恵 村田美穂 外山俊江 太田美雪

H21.4.26 (ILLC) (REGATTO) （天王ク） （大池教室） （天王ク、あいク） (畑田ﾎﾞﾝﾊﾞｰｽﾞ) (茨木ク) (スマッシュ) (ユーアイ) (スマッシュ)

第　２０回 畑下隆男 此内利幸 平森公三 飛田幸雄 江田清美 片岡ゆき 渡慶次貴代 木下恵子 中元真奈美 能登谷淑佳

青木杯１５回 國信建臣 角本勉 西塚俊裕 松田壮司 柳原真理子 坂出恵美子 相原美由希 中谷朱実 牧野葉子 山本愛子

H22.5.4 (ILLC) （天王ク） （大池教室） (畑田ﾎﾞﾝﾊﾞｰｽﾞ) （天王ク、あいク） （茨木ク、天王ク） （玉島ク） （大池教室） （大池教室） (スマッシュ)

　　　　部

回

男子の部 女子の部



青木杯・茨木市バドミントンダブルス大会　　栄光の記録

青木杯 １部 ２部 ３部 青木杯 １部 ２部 ３部 ４部 ５部

青木杯１６回 小山顕 久保雄輝 玉舟史樹 牧野雄一 江田清美 野村由紀 堤素子 中元真奈美 能登谷淑佳 村井風音
ダブルス２１回 江田孝司 中村文滋 横井一真 副島智和 柳原真理子 佐藤明子 村田美穂 牧野葉子 山本愛子 福嶋さくら

H23.5.5 (ILLC、天王ク) （ギースクラブ） （玉島ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ） (大池教室) （天王ク、あいク） （ギースクラブ） （スマッシュ会） （大池教室） (スマッシュ) (ﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ)

青木杯１７回 松下昇平 此内利幸 松屋義明 江田清美 名越里絵 永谷美穂 石田誓子 福嶋さくら 蟹江麻衣子
ダブルス２２回 中村文哉 田鹿和伸 堀部真司 柳原真理子 谷山みお 大隅博子 山本愛子 大星真優 大京寺愛

H24.5.5 (ILLC) （ＡＣＲＯＳＳ） （ＩＬＬＣ） （天王ク、あいク） （ＡＣＲＯＳＳ） (ユーアイ) (スマッシュ会) (ﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ) (スマッシュ会)

青木杯１８回 早水栄治 田中真平 所谷照久 田中稜大 林田美香 中村祐子 菅美佐季 山上夏海 江田遥香 山根節
ダブルス２３回 高原栄治 佐藤彰彦 川瀬正直 牧野隼 八島杜申子 吉永典子 宮城幸生 梶井奈央 鳩岡ゆうな 石田広恵

H25.5.3 (ILLC) （ILLC、ギース） （ＲＥＧＡＴＴＯ） （天王中学校） （ＩＬＬＣ） （ＲＥＧＡＴＴＯ） (春日丘高校) (春日丘高校) (天王ク、ﾗﾌﾞｵｰﾙJR) (太田小PTA)

青木杯１９回 早水栄治 此内利幸 平森公三 江尻幸一 柳原真理子 是澤美津代 村上里美 江田遥香 馬越彩乃 山下知佳子
ダブルス２４回 宮本芙士夫 坂出秀光 西塚俊裕 魚住豊一 八島杜申子 矢田由恵 新美亜由美 村田結理 小山ノエル 堀木直子

H26.4.29 (ILLC) （ACROSS、天王ク） （大池教室） （大池教室） （あいク、ＩＬＬＣ） （ＲＥＧＡＴＴＯ） (茨木ク) (天王ク) (ﾗﾌﾞｵｰﾙJR) (ギースク)

青木杯２０回 高原栄治 森位和広 塩見勇太 守安健二 横井真弓 中元真奈美 江田遥香 舛野玲実 片岸稜 田口京子
ダブルス２５回 宮本芙士夫 伊藤秀明 白川裕貴 河崎洋一 鳥居あすか 牧野葉子 村田結理 鳩岡ゆうな 高城友里 田口リサ

H27.5.4 (ILLC) （ACROSS） （ｼﾞｷﾃﾝﾏﾙﾌｪｽ） (ILLC) (ILLC) (茨木ク) (天王ク) （追手門学院） （北摂つばさ高校） （やよい会）

青木杯２1回 早水栄治 津村昌志 岩見巧真 岡野祐也 近藤美穂子 江田遥香 山川公子 中島千佳 田口京子 上田涼乃
ダブルス２６回 小山顕 衛藤啓太 田中駿吉 田中涼雅 山口菜美 村田結理 市川記子 坂元歩 谷ます美 北原瞳

H28.5.1 (ILLC) （玉島ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ） （追手門学院高校） （春日丘高校） (ILLC) (天王ク) （やよい会） （玉島ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ） （やよい会） (ﾗﾌﾞｵｰﾙJR)

青木杯２２回 佐田貴幸 秋山真二 高本晴輝 水口勘太 砂川佳菜子 鳩岡ゆうな 西條史華 内田紀子 長尾和貴子 藤本恵子
ダブルス２７回 東風平健太 千綿章敬 小西浩輝 伊丹舜 廣瀬千恵 平井凜香 山本有紗 谷ます美 湊恵美 山﨑佐智子

H29.4.23 (ILLC) （畑田ﾎﾞﾝﾊﾞｰｽﾞﾞ） （春日丘高校） （Nexus） (茨木ク) （追手門学院高校） （春日丘高校） （やよい会） （彩都クラブﾞ） （ユーアイバドミントンク）

青木杯２３回 水本真作 内田匡哉 竹田晃輔 岩本拓馬 坂出恵美子 平井凜香 金井裕香 飯塚美怜 辻典恵 益満文
ダブルス２８回 早水悠人 西川亮太 杉山修平 都築星矢 田中かおる 藤本光咲 荒田梨花 雪山京香 廣瀬栄里 中澤明子

H30.4.22 (ILLC) （Nexus） （Nexus） （三島高校） (茨木ク) （追手門学院高校） （Nexus） （追手門学院高校） （長月会ﾞ） （玉櫛小PTA）


