
種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数

男子単1部 梶田 翔太 平下 徹 上村 友己 　８

(広島国際学院高校) (大野ＢＣ) (八代高校)

男子単2部 奥野 天斗 有木 佑治 小西 隆太 　２３

(三原市立第五中学校) (のぼり) (亀崎中学校)

男子単3部 日野石 未来 奥村 航大 竹中 遼 　７２

(亀崎中学校) (広島経済大学) (広陵高校)

女子単1部 吉川 天乃 津田 茉穂 竹中 梨紗 　１０

(総社西中学校) (高陽高校) (亀崎中学校)

女子単2部 谷口 野依 竹本 七菜 上野 陽菜 　１０

(安田女子高校) (児島中学校) (高陽高校)

女子単3部 加藤 夏音 米谷 里菜 丸中 璃咲 　６３

(祇園東中) (東原中学校) (キティタイガー)

男子複1部 武田 勝 溝手 守 土井 悠也 　１２

新宮 佑哉 中尾 重太 横段 和昇

(羽･のぼり) (大野ＢＣ) (菩薩時代)

男子複2部 田村 碧葉 片岡 憲成 川本 三史郎 　１５

田村 佑樹 岩崎 俊 永島 拓已

(亀崎中学校･ＨＵＢＣ) (幟) (広島修道大学･九州共立大学)

男子複3部 安田 万里 三林 流聖 板坂 直樹 　６４

田中 健太 岩本 隼介 中原 雅人

(美鈴) (亀崎中学校) (マツダ)

男子複4部 飯尾 輝歩 大西 直樹 藤田 圭偉 　５５

小林 大夢 堀田 佳克 山口 和宏

(√理羽) (本川ＢＣ) (広島国際学院高校教員･広島国際大学)

男子複5部 岡田 賢明 福本 亮 鈴木 陽之助 　３０

呉 洸星 河野 颯真 村岡 侑亮

(広島国際学院高校教員) (廿日市高校) (ＮＥＸＴ)

女子複1部 竹内 優梨 森川 柚音 横関 彩 　８

間 愛香 友國 茉由香 中川 多恵子

(キティタイガー) (安田女子高校) (ＹＯＮＥＸ･広島スウィング)

女子複2部 定本 涼菜 日野石 智子 森田 千晴 　１８

小田 風音 村上 恵 阿部 奈月

(キティタイガー) (広島スウィング) (山口大学)

女子複3部 三林 里緒菜 日野石 杏 南本 桃香 　３９

藤田 千咲 宮本 千聖 山内 七海

(九州共立大学) (亀崎中学校) (広島国際学院高校)

女子複4部 住田 彩羽 岡田 歩 塩田 咲希 　５９

上野 帆七海 隠居 千紘 近藤 ほのか

(東野ＳＢＣ) (広陵高校) (広陵高校)

女子複5部 小田 楓 上野 萌 濱本 紗弥 　３５

増田 愛友 貞吉 優香 沖山 あかり

(美鈴ヶ丘ジュニア･安佐ジュニア) (広陵高校) (あかねジュニア)

2019.02.16(土)-17(日)
広島県立総合体育館

ヨネックス杯バドミントンひろしまオープン２０１９



種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数

混合複1部 新宮 佑哉 中村 祐― 大西 建慶 　６

山脇 なつ 田中 杏奈 新田 琴乃

(のぼり) (のぼり･広島国際学院高校教員) (近畿大学･日本経済大学)

混合複2部 荒谷 凌汰 小久保 陽 片岡 憲成 　７

奥野 里乃 日野石 智子 植田 祐実

(ライクスタッフィング･広島修道大学) (のぼり･広島スウィング) (幟)

混合複3部 田村 佑樹 小阪 太助 梶田 翔太 　３２

大澤 涼子 佐野 結吏 南本 桃香

(ＨＵＢＣ) (尾道市立大学) (広島国際学院高校)

混合複4部 奥村 航大 末本 直裕 濵田 雄介 　２９

河野 陽 竹井 千夏 才谷 彩香

(だし巻玉子) (オレンジ) (広島修道大学)

中学生男子単 奥野 天斗 古屋 恵大 藤本 純 　２６

(三原市立第五中学校) (広島市井口中学校) (フォースジュニア（第八中）)

中学生女子単 河野 さくら 光永 結稀 桒田 ひかる 　２５

(矢野中学校) (垢田中学校) (金浦中学校)

中学生男子複 沼田 慧和 米倉 功大 東 遼 　９

文元 一登 藤川 秋誠 原田 岬海

(南郷キューピット･枚方殿一クラブジュニア) (金浦中学校) (金浦中学校･白石中学校)

中学生女子複 吉川 天乃 岩井 美沙希 定本 涼菜 　２０

竹本 七菜 森 天瞳 小田 風音

(総社西中学校･児島中学校) (児島中学校･総社西中学校) (瀬野川中学校)

小学生6年生男子単 棟居 樟 花本 風軌 坂井 大迪 　２２

(下松ジュニア) (産体ジュニア) (三原ジュニアバドミントンクラブ)

小学生5年生男子単 遠藤 淳生 吉次 和義 石原 慶悟 　２５

(美鈴が丘ＪＢＣ) (多久スポーツピア) (古高松バドミントンスクール)

小学生4年生男子単 増田 大輝 五十田 敦晴 山崎 琉生 　３７

(広島安佐ジュニア) (たまひよじゅにあ) (多久スポーツピア)

小学生6年生女子単 古田 志穂 田村 玲夢 篠原 心花 　３１

(下松ジュニア) (長府ＪＢＣ) (Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ)

小学生5年生女子単 文元 日菜 突沖 花歩 金森 愛里紗 　５７

(田原スマッシュＢＣ) (美鈴が丘ＪＢＣ) (ミッキーズ)

小学生4年生女子単 沼田 弥乘 花本 凛菜 假屋 美羽 　４６

(南郷キューピット) (産体ジュニア) (たまひよじゅにあ)

小学生男子複 石原 克起 中村 拓幹 神代 隼 　２５

森山 大夢 遠藤 淳生 小林 紀博

(あかねジュニア) (広島安佐ジュニア･美鈴が丘ＪＢＣ) (ＮＴジュニア･さつき会)

小学生女子複 古田 志穂 住田 彩羽 水野 美羽 　３７

林 知衣奈 上野 帆七海 篠原 心花

(下松ジュニア) (東野ＳＢＣ) (Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ)


