
八尾市バドミントン団体戦優勝チーム 《女子》・Ⅰ

1部 2部 3部 4部

第1回 平成1年8月27日 ﾁｪﾘｰｽﾞB

第2回 平成2年8月5日 ﾁｪﾘｰｽﾞA 曙川東小

第3回 平成3年8月4日 金曜会 S.Y.M

第4回 平成4年8月2日 八尾クラブ(A) 大正北B.C

第5回 平成5年8月1日 中之島クラブ BC高美（A)

第6回 平成6年8月7日 中之島クラブ BC高美 清友高校 南高安クラブ（A）

第7回 平成7年8月6日 中之島クラブ 八尾クラブ（B） YSMクラブ 山本高校

第8回 平成8年8月11日 アントラーズ みどりB.C(A） みどりB.C(B） 桂クラブ（A）

第9回 平成9年7月27日 中之島クラブ 八尾ﾚﾃﾞｨｰｽ（B) 桂クラブ（A） 八尾クラブ(C）

第10回 平成10年1月11日 アントラーズ BC高美 八尾クラブ(C） 八尾小クラブ（A)

第11回 平成10年8月2日 アントラーズ YSMクラブ（A) 山本高校 安中レモンズ

第12回 平成11年1月17日 中之島クラブ 八尾クラブ(B） 安中レモンズ 志紀クラブ（A)

第13回 平成11年8月1日 アントラーズ 桂クラブ（A） 上之島小PTA（A） 北山本小PTA（A)

第14回 平成12年1月16日 アントラーズ やすなか 北山本小PTA（A) さくらクラブ

第15回 平成12年7月30日 中之島クラブ 桂クラブ 志紀クラブ（A) 南高安クラブ（A）

第16回 平成13年1月21日 八尾クラブ 志紀クラブ（A) 東山本小PTA 永畑クラブ（A)

第17回 平成13年7月20日 中之島クラブ 山本高校 さくらクラブ シャープ

第18回 平成14年1月20日 中之島クラブ やすなか 桂クラブ（A） 山本BDクラブ

第19回 平成14年7月28日 中之島クラブ アントラーズ 南高安クラブ（A） コクヨクラブ

第20回 平成15年1月19日 中之島クラブ 志紀クラブ（A) 山本BDクラブ 高美小同好会（A）

第21回 平成15年7月27日 中之島クラブ 南高安クラブ（A） コクヨクラブ ウエンズ

第22回 平成16年1月18日 中之島クラブ コクヨクラブ YSM同好会（A) 久宝寺ｼｬﾄﾙｽﾞ（A）

第23回 平成16年8月1日 中之島クラブ 北山本小クラブ（A) ウエンズ 志紀クラブ（B）

第24回 平成17年1月16日 八尾クラブ MOCO MOCO Happiness(A) 桂クラブ

第25回 平成17年7月31日 北山本小クラブ(A) 山本高校 桂クラブ YSM同好会

第26回 平成17年12月25日 北山本小クラブ(A) コクヨクラブ さくらクラブ 八尾小クラブ（A)

第27回 平成18年7月9日 北山本小クラブ(A) MOCO MOCO 志紀クラブ（A) BC高美

第28回 平成18年12月24日 北山本小クラブ(A) ペパーミント ウィングクラブ（A） RBC（A）

第29回 平成19年7月22日 中之島クラブ ウィングクラブ（A） RBC（A） 八尾高校

第30回 平成20年1月6日 中之島クラブ 南高安クラブ（A） 八尾高校 リトルバード

第31回 平成20年7月13日 ウィングクラブ（A） Happiness(A) リトルバード 南山本シャトル

第32回 平成20年12月28日 Happiness(A) 山本高校 みどりB.C ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾗｯｸ

第33回 平成21年8月2日 チームX リトルバード 北山本クラブ(A) ﾚｯﾃﾞｸｽﾊﾞﾄﾞｸﾗﾌﾞ

第34回 平成21年12月27日 中之島クラブ RBC(A) ウィングクラブ（A） 南高安クラブ (B)

第35回 平成22年8月1日 Happiness(A) ウィングクラブ（A） ﾚｯﾃﾞｸｽﾊﾞﾄﾞｸﾗﾌﾞ ちーむぐるくん

第36回 平成22年12月26日 Happiness(A) チームX 南山本シャトル
高安西小学B.C

（A)

第37回 平成23年7月31日 ウィングクラブ（A） RBC(A) 八尾高校 亀井クラブ(A)

第38回 平成23年12月25日 チームX 八尾高校 ちーむぐるくん 八尾翠翔高校

第39回 平成24年7月29日 チームX ちーむぐるくん REDEX Light

第40回 平成24年12月23日 中之島クラブ Happiness(A) 八尾翠翔高校 高安西小B.C（A)

第41回 平成25年7月28日 チームX REDEX 志紀クラブ（A) BC高美

第42回 平成25年12月22日 Happiness(A) 中之島クラブ Light 山本高校

第43回 平成26年8月3日 Happiness(A) Light 南山本シャトル(A)

第44回 平成26年12/28,1/4 中之島クラブ フリーランス BC高美 エトワール(A)

第45回 平成27年8/2,1/17 フリーランス Happiness(A) エトワール(A) 大正かっつーん(A)

第46回 平成27年12/27,1/17 Happiness(A) 南山本小PTA(A) 大正かっつーん(A)
高安西小学校

BC(A)

第47回 平成28年7/31,8/7 中之島クラブ 志紀バドミントンクラブ(A)
高安西小学校

BC(A)
オーロラ　BC

第48回 平成28年12/25,1/15 チームX　
高安西小学校

BC(A)
南高安クラブ（B） たんぽぽ

第49回 平成29年7/30,8/6みどりバドミントンクラブ Happiness(A) 久宝寺シャトルズ(A) 刑部小PTA BC(A)

第50回 平成29年12/24,1/14 中之島クラブ 南山本小PTA(A) 刑部小PTA BC(A) victoire

第51回 平成30年7/29,8/5 victoire 八尾高校

第52回 平成30年12/23,1/6

第53回 令和元年7/28,8/4 中之島クラブ BC高美 victoire 山本高校A

第54回 令和元年12/22,1/5 大阪フェニックス チームX　 八尾高校 シニア中之島

第55回 令和2年7/28,8/2 コロナウイルス感染拡大防止の為中止

中止

中止



八尾市バドミントン団体戦優勝チーム 《女子》・Ⅱ

5部 6部 7部 8部

第1回 平成1年8月27日

第2回 平成2年8月5日

第3回 平成3年8月4日

第4回 平成4年8月2日

第5回 平成5年8月1日

第6回 平成6年8月7日 みどりB.C

第7回 平成7年8月6日 桂クラブ（A） 八尾クラブ(C）

第8回 平成8年8月11日 八尾クラブ(C） 上之島小PTA（B）

第9回 平成9年7月27日 上之島小PTA（A） 志紀クラブ（A) 桂小B.C

第10回 平成10年1月11日 北山本小PTA（A) 桂小B.C コクヨクラブ

第11回 平成10年8月2日 八尾中同好会 コクヨクラブ さくらクラブ

第12回 平成11年1月17日 北山本小PTA（A) さくらクラブ BC高美（B)

第13回 平成11年8月1日 さくらクラブ YSM同好会（B) シャープ

第14回 平成12年1月16日 YSM同好会（B) シャープ 八尾高校

第15回 平成12年7月30日 シャープ 志紀クラブ（B） ポテトチップス

第16回 平成13年1月21日 コクヨクラブ 南山本シャトル RBC

第17回 平成13年7月20日 南山本シャトル ウエンズ 桂クラブ（B）

第18回 平成14年1月20日 BC高美 RBC（A） RBC（B）

第19回 平成14年7月28日 ウエンズ 桂クラブ（B） 志紀小PTA 八尾高校

第20回 平成15年1月19日 南山本シャトル 志紀小PTA 八尾高校 ふぁいぶ（A）

第21回 平成15年7月27日 桂クラブ RBC（A） ふぁいぶ（A） APPLE.B.D.C.

第22回 平成16年1月18日 志紀クラブ（B） 志紀クラブ（C） エトワール（A） ウィングクラブ（A）

第23回 平成16年8月1日 南山本シャトル 北山本小クラブ（C) ウィングクラブ（A） 中高安小B.C

第24回 平成17年1月16日 上之島小PTA エトワール 曙川東小クラブ ウィングクラブ（B）

第25回 平成17年7月31日 エトワール ひまわり 清友高校 高美南小クラブ

第26回 平成17年12月25日 志紀クラブ（B） ウィングクラブ（A） APPLE.B.D.C. 八尾高校

第27回 平成18年7月9日 ウィングクラブ（A） 亀井クラブ 八尾高校 リトルバード

第28回 平成18年12月24日 八尾高校 南山本シャトル Happiness(B)

第29回 平成19年7月22日 リトルバード Happiness(B) グッドハート

第30回 平成20年1月6日 南高安クラブ（B） 高安西小B.C（A) ちーむぐるくん

第31回 平成20年7月13日 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾗｯｸ ちーむぐるくん 八尾市立桂中学校

第32回 平成20年12月28日 ﾚｯﾃﾞｸｽﾊﾞﾄﾞｸﾗﾌﾞ サンシャイン MOCO MOCO-2

第33回 平成21年8月2日 高安西小B.C（A) MOCO MOCO-2 八尾北高校

第34回 平成21年12月27日 ちーむぐるくん
亀井小かめﾐﾝﾄﾝ’

S(A)
八尾翠翔高校

第35回 平成22年8月1日 Happiness(B) 八尾翠翔高校 victoire①

第36回 平成22年12月26日 志紀クラブ (B) victoire① Light

第37回 平成23年7月31日 八尾翠翔高校 Light victoire②

第38回 平成23年12月25日 Light 高美南BC たんぽぽ

第39回 平成24年7月29日 エトワール(A) たんぽぽ 大正かっつーん

第40回 平成24年12月23日 たんぽぽ 大正かっつーん 布施高校

第41回 平成25年7月28日 山本高校 布施高校 RBC

第42回 平成25年12月22日
亀井小かめﾐﾝﾄﾝ’

S
志紀小PTA（A) victoire②

第43回 2014/8/2,8/9

第44回 平成26年12/28,1/4 MOCO MOCO-2 八尾北高校
南山本シャトル

(B)

第45回 平成27年8/2,1/17 上ノ島小PTA　BC RBC(B) シニア中之島

第46回 平成27年12/27,1/17 桂クラブ Victoire 久宝寺シャトルズ(B)

第47回 平成28年7/31,8/7 山本高校(A) シニア中之島 用和PTA BC

第48回 平成28年12/25,1/15 Happiness(B) カサブランカ 八尾校OB OG会 東中学

第49回 平成29年7/30,8/6 Victoire シニア中之島 山本高校(B) 八尾翠翔高校(B)

第50回 平成29年12/24,1/14 シニア中之島 カサブランカ 桂中学 刑部小PTA BC(B)

第51回 平成30年7/29,8/5 山本高校(A) 桂中学 高安西小BC チーム小枝

第52回 平成30年12/23,1/6

第53回 令和元年7/28,8/4 高美南BC 曙川東小PTA チーム小枝 八尾高校B

第54回 令和元年12/22,1/5 曙川東小PTA チーム小枝 大正かっつーん ペンギンズ

第55回 令和2年7/28,8/2 コロナウイルス感染拡大防止の為中止

台風16号　警報の為　中止

中止



八尾市バドミントン団体戦優勝チーム 《男子》

1部 2部 3部 4部 5部

第1回 H1.8.27 光洋精工

第2回 H2.8.5 童心クラブ 八尾自衛隊

第3回 H3.8.4 八尾SOS 大正北B.C

第4回 H4.8.2 NKクラブ まどかクラブ

第5回 H5.8.1 NKクラブ まぁぶるKID'S

第6回 H6.8.7 F.K.C 桂クラブ シャープ

第7回 H7.8.6 F.K.C まどかクラブ 南高安クラブ

第8回 H8.8.11 久宝寺クラブ YSMクラブ 八尾自衛隊

第9回 H9.7.27 F.K.C 永畑クラブ（A) まぁぶるKID'S（B)

第10回 H10.1.11 F.K.C 桂クラブ（A） 弥生クラブ

第11回 H10.8.2 久宝寺クラブ 永畑クラブ（A) みどりB.C

第12回 H11.1.17 久宝寺クラブ 弥生クラブ まぁぶるKID'S（B)

第13回 H11.8.1 F.K.C まぁぶるKID'S（A) 桂クラブ（C） 安中メンズレモンズ

第14回 H12.1.16 F.K.C 八尾SOS YSM同好会（A) 北山本小PTA

第15回 H12.7.30 F.K.C YSM同好会 山本メンズクラブ 八尾自衛隊

第16回 H13.1.21 F.K.C 山本メンズクラブ 北山本小クラブ みどりB.C

第17回 H13.7.20 F.K.C 北山本小クラブ(A) 亀井クラブ（A） コクヨクラブ

第18回 H14.1.20 弥生クラブ BC高美 永畑BDクラブ 志紀クラブ

第19回 H14.7.28 北山本小クラブ(A) YSM同好会 八尾自衛隊 シャープ（B）

第20回 H15.1.19 北山本小クラブ(A) シャープ（A） 桂クラブ 山本メンズⅡ

第21回 H15.7.27 北山本小クラブ(A) YSM同好会 コクヨクラブ やすなか

第22回 H16.1.18 北山本小クラブ(A) 八尾SOS 桂クラブ 北山本小クラブ(B)

第23回 H16.8.1 北山本小クラブ(A) BC高美 シャープ（B） 亀井クラブ(B)

第24回 H17.1.16 北山本小クラブ(A) 弥生クラブ やすなか ウィングクラブ

第25回 H17.7.31 北山本小クラブ(A) BC高美(A) 北山本小クラブ(B) 南山本小PTA(A)

第26回 H17.12.25 八尾SOS 山本メンズ 南山本小PTA(A) 高美南小クラブ みどりB.C

第27回 H18.7.9 北山本小クラブ(A) まぁぶるKID'S コクヨクラブ 志紀クラブ（A) ふぁいぶ

第28回 H18.12.24 弥生クラブ シャープ 亀井クラブ(B) みどりB.C

第29回 H19.7.22 亀井クラブ（A） 八尾SOS 志紀クラブ（A) グッドハート

第30回 H20.1.6 BC高美(A) やすなか(A) 北山本小クラブ(B) 桂クラブ

第31回 平成20年7月13日 YSM同好会 北山本小クラブ ちーむぐるくん やすなか(B)

第32回 平成20年12月28日 まぁぶるKID'S 志紀クラブ（A) やすなか(B) 南山本小PTA

第33回 平成21年8月2日 BC高美(A) やすなか(B) 南山本小PTA FC Barcelona

第34回 平成21年12月27日 BC高美(A) コクヨクラブ FC Barcelona 志紀クラブ (B)

第35回 平成22年8月1日 BC高美(A) 南山本小PTA みどりB.C 中西ていBD同好会

第36回 平成22年12月26日 北山本クラブ まぁぶるKID'S 中西ていBD同好会 八尾高校

第37回 平成23年7月31日 やすなか(B) やすなか(A) ウィングクラブ マーベラス

第38回 平成23年12月25日 BC高美(A) ちーむぐるくん みどりB.C 南高安クラブ

第39回 平成24年7月29日 南山本小PTA(A) 中西ていBD同好会 YSM同好会 南山本小PTA(B)

第40回 平成24年12月23日 南山本小PTA(A) 亀井クラブ マーベラス 南高安クラブ

第41回 平成25年7月28日 南山本小PTA(A) マーベラス まぁぶるKID'S victoire

第42回 平成25年12月22日 南山本小PTA(A) YSM同好会 八尾翠翔高校 エトワール

第43回 平成26年8月3日 久宝寺シャトルズ まぁぶるKID'S 南山本小PTA(B) 中止

第44回 平成26年12/28,1/4 BC高美(A)
北山本ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗ

ﾌﾞ
BC高美(B) TRICK STAR

第45回 平成27年8/2,1/17 コクヨクラブ エトワール 中西ていBD同好会 桂クラブ

第46回 平成27年12/27,1/17 久宝寺シャトルズ マーベラス 八尾SOS 蛸焼

第47回 平成28年7/31,8/7 志紀クラブ シャープ 南高安バドミントンクラブ八尾高OB.OG会

第48回 平成28年12/25,1/15 BC高美(A) みどりB.C 蛸焼 マーベラス(B)

第49回 平成29年7/30,8/6 BC高美(A) まぁぶるKID'S 八尾高OB.OG会 八尾高OB.OG会(B)

第50回 平成29年12/24,1/14 マーベラス(A) 八尾高OB.OG会 マーベラス(B) 若江クラブ

第51回 平成30年7/29,8/5

第52回 平成30年12/23,1/6

第53回 令和元年7/28,8/4 BC高美 マーベラス 若江クラブ SKY

第54回 令和元年12/22,1/5 マーベラス(B) victoire SKY 大阪経済法科大学

第55回 令和2年7/28,8/2

中止

中止

コロナウイルス感染拡大防止の為中止




