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あいさつ 

静岡県バドミントン協会 

会長 石川博義 

 

この度会長に就任致しましたのでご挨拶を申し上げます。 

静岡県バドミントン協会も皆様のご努力により現在会員数

４千名を超える大きな協会となりました。大変頼もしいか

ぎりで御座います。これからもさらに、５千名を超えるよ

うな努力をして行けば協会のさらなる発展が得られるもの

と思います。 

この「バドミントンしずおか」も平成１０年の協会創立５

０周年を記念して、上野前会長の発案で創刊されました。

以来年３回の発行で今回が４１号となります。県協会が年

３回の広報紙を発行している県は他にはないと聞いており

ます。この広報紙をさらに充実して、広く活動をお伝え出

来たらと思っています。 

昨年静岡県で全国小学生大会が開催されました。立派に大

会を終了し、女子団体で３位入賞、個人戦でも４組が５位

入賞を果たしました。これらの選手を含めて多くの選手が

小学校、中学校、高等学校と一貫してバドミントンを続け

られる環境づくりが必要かと思われます。 

今年度は、８月に全国中学生大会が富士宮市で開催されま

す。昨年に続いての大きな大会であります。中体連を中心

として準備を進めているところですが、大会当日までには

プレ大会を始め多くの課題が残されています。多くの方々

のご協力のもとに立派に成功させていきたいと思いますの

で宜しくお願い申し上げます。 

最後に、上野前会長１４年間の偉大な実績のあとを引き受

けることとなりましたが、微力ながら精一杯静岡県バドミ

ントン界発展のために精進したいと思いますので宜しくご

協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

退任にあたり 

静岡県バドミントン協会 

名誉会長 上野 忠 

 

「光陰矢の如し」とは能く云ったものです。 

平成１１年４月、故塩川甫会長御勇退の後、会長職を拝命

して７期１４年の間皆さまの絶大なる御協力のもとに、全

国高校選抜大会、わかふじ国体、日本マスターズ、全小大

会、中部日本大会等の開催の主管。４回の東海地区日韓高

校大会の団長を経験させていただきました。 

また、協会創立５０周年事業の協会史編纂にあたり記録の

散在でその収集の苦労を思い、会員相互の情報交換など考

え協会広報紙「バドミントンしずおか」の発刊を企画実行

に移せた事、会長就任時に比べて、登録人員が倍増したこ

とが一番の思い出です。 

これもひとえに当時の理事長 石川博義氏、現理事長 杉山

敏充氏の絶大なるお力添えと各連盟の御協力の賜物と思い

ます。 

これからは協会創立当時からの生き字引として皆様の

お役に立てればと思います。 

退任に当り私自身の力不足のため成年女子の再興、小学生

連盟の組織の充実がはかれなかったこと等、多々あります

が次期会長に就任されました石川博義氏を中心に役員、協

会員の絆を大切に実現に向かって下さい。 

終わりに誠に残念なことでありますが、去る５月１７日協

会顧問であり元理事長、副会長を歴任されました大箸昭司

氏（県知事表彰・日バ功労賞・県体協功労賞 受賞）が永眠

されました。協会創立当時よりご自宅を役員会合の場所と

して提供していただき御家族の協力をいただきましたこと

をお知らせいたしますと共に紙面をもってお礼を申し上げ、

ここに御冥福をお祈り申し上げます。 

協会員の皆様、長年にわたり御協力ありがとうございま

した。静岡県バドミントン協会の益々の発展を祈念して退

任のあいさつといたします。 
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新体制 

静岡県バドミントン協会 

副会長 和田夏樹 

 

本年度から石川博義会長による新体制が発足致しました。

平成１１年度から７期１４年に亘り会長職を勤められ、協

会を愛し、協会の発展にご尽力下さいました上野忠会長が、

平成２４年度をもちまして石川博義新会長にその席を譲り

勇退されました。永い間有り難うございました。 

協会員一同心から御礼申し上げます。 

石川博義会長ご就任おめでとうございます。協会員一同

心からご就任御祝い申し上げます。 

上野忠前会長の在任中には、ＮＥＷ！！わかふじ国体を

はじめ、全国高校選抜大会、全日本マスターズ大会等の全

国大会が開催されましたが、その運営に当たりましては、

開催県の協会長としての運営に当たりましては、開催県の

協会長としてその心労は、想像に難にものが有った事と思

いますが、それを克服して各大会をそれぞれ成功裡に終わ

らせる事が出来ました事は、会長の手腕によるところが大

であります。また、協会の運営に当たりましても広報誌の

発刊を提案され、また賛助会費制度の導入等の新機軸を打

ち出されました。 

平成１９年度には、教育文化スポーツの分野で、静岡県

知事表彰を受賞されました事も、会長の功績が如何に大き

いものか伺い知る事が出来ます。 

会長職を勇退されましても、これからは、一歩外側から

協会をご覧頂きまして、ご指導賜ります様お願い申し上げ

ます。 

新体制で最初の全国大会〔全国中学生総合体育大会バド

ミントン競技〕が８月に予定されております。石川博義会

長には、理事長として協会の運営に携わった経験と、平成

３年のインターハイ開催の実績がお有りです。協会員も協

力を惜しみませんので、会長の経験と持てる力を遺憾なく

発揮して、この全国大会を成功に導いて下さい。 

会長職は、多忙とお聞きしておりますので、健康には十

分ご留意頂きまして、協会発展のためにご尽力下さいます

様お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『平成２５年度 

県協会事業計画』 
静岡県バドミントン協会 

理事長 杉山敏充 

 

平成２５年度、静岡県バドミントン協会における「総会」

が５月１１日(土)富士市に於いて開催されました。 

今年度は県協会役員の改選年度に当たり新たな役員が

総会で承認されました。 

なかでも７期１４年間に亘り会長職を全うされた上野

会長が退任され、新たな会長には現副会長の石川博義氏が

就任されました。また、現副会長の内田壽夫氏も退任され

今後は参与として各事業に引き続きのご協力を仰ぐことと

なりました。 

その他、関連して組織団体役員代表を始めとして各専門

委員会委員及び理事が新たに選出、承認され新体制による

平成25年度がスタートいたしました。 

尚、これまで長期に亘り会長職を全うされた上野 忠前

会長におかれましては長年のご労苦に対し改めて深い敬意

と感謝を申し上げるとともに今後は名誉会長として協会運

営並びに県バドミントン競技の発展にご指導ご助言を賜り

たくお願い申し上げる次第であります。 

さて、今年度の県協会事業としては先ずジュニア大会と

しては全国中学校バドミントン選手権大会のプレ大会とし

て「富士山オープンジュニア大会」が6月 8(土)・9日(日)

富士宮市民体育館で、「全国中学校バドミントン選手権大

会」が8月 17(土)~20日(火)に富士宮市民体育館、国民体

育大会第34回東海ブロック大会が7月 13(土)・14日(日)

に富士市立体育館にて開催されます。 

特に、全中大会は中学生における最高にして最大のイベ

ントであり県内参加選手の活躍を大いに期待するところで

ありますが、県協会としては主催団体である中学校体育連

盟における円滑な大会の運営には総力挙げての協力体制で

臨みたいと考えますが、開催市である富士宮市協会、競技・

審判役員・補助員、各連盟役員の皆様の厚いご支援ご協力

を切にお願い申し上げる次第であります。 

また、その他の事業としては例年の協会継続事業として

のジュニア強化、指導者養成、公認審判員養成などを中心

に事業展開を図るものでありますが、とりわけ昨年度来、

指導者に関わる体罰問題や事業の運営資金(交付金)などそ

のガバナンス・コンプライアンスにおける大変憂慮すべき

事態が学校教育下並びに某競技団体において大きな社会問

題化されている現況を踏まえ、県協会としても新しい会長

の下、スポーツの持つ本来の楽しさを互いに分かち合える

各事業の推進、環境整備、倫理体制などスポーツ文化の確

立に一層の力を傾注したいと考えるものでございます。今

年度も何卒よろしく願い申し上げます。 
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県内大会 

  
年 月 日 単 複 混 会　　場

14 県協会 全日本シニア大会県予選会 ○ ○ ○ 御殿場市民体育館
13 レディース 第31回東海大会及び全日本クラブ対抗県予選会 ○ 掛川さんりーな
20 小学連 第１３回御殿場市ジュニア大会 ○ ○ 御殿場市民体育館
20 中　体　連 静岡県中学選手権 ○ 富士宮市民体育館
12 県協会 第３１回静岡県社会人選手権大会兼第６８回国民体育大会選考会 ○ ○ 富士通沼津工場体育館

19 県協会 第８９回２・３部大会 日本マスターズ２０１２県予選会 ○ ○ 富士市立体育館
18～

19
25 小学連 第２９回若葉カップ県予選会 ○ エコパサブアリーナ

25～ ○
26 ○

26 県協会 第３２回静岡県混合複選手権大会 ○ 富士宮市民体育館
26 県協会 2013第4回スペシャルオリンピックス 芝川B&G海洋センター体育館

1 小中学連 ジュニアオリンピック県予選（小中学生） ○ 吉田町総合体育館
2 レディース 第１０回静岡ふじやまオープン大会 ○ 富士宮市民体育館
8 小学連 第１４回全国小学生ＡＢＣ大会県予選会 ○ 沼津市民体育館

教職連 第９７回教職員選手権大会 ○ ○ ○
9 県協会 国体最終予選会 ○ ○ 富士フイルム体育館
22 県協会 第２０回県民スポーツレクリエイション祭 ○ ○ 富士市立体育館

1～2
8
22 レディース 静岡県レディース年齢別オープン ○ 静岡市北部体育館
13 小学連 第１８回ジュニア交流大会 ○ ○ 吉田町総合体育館

26～ ○
27 ○ ○

県武道館（2年）
ローズアリーナ（1年）

小学連 第２１回東海小学生県予選会 ○ ○
31 レディース トリプルス大会 ○ 富士市運動公園体育館

14 レディース 第２７回東海大会（個人戦）県予選会 ○ 掛川さんりーな
14 小学連 第６回静岡県小学生バドミントン大会 ○ ○ 吉田町総合体育館
5 レディース 静岡県プリンスカップ２０１３ ○ 掛川さんりーな
6 県体協 第６回しずおかスポーツフェスティバル（西部） ○ アミューズ豊田

県協会 第６回しずおかスポーツフェスティバル（東部） ○
12～

13
26～

27
2～ 静岡市長田＆東部体育館

3 静岡市中央体育館
○

○
23 教職連 第９８回静岡県教職員選手権大会 ○ ○ ○
30 小学連 第１９回ジュニア交流大会兼東海予選 ○

1 26 レディース 第５１回静岡県レディースレベル別大会 ○ 静岡エコパ
16 県協会 第６０回静岡県総合選手権大会第39回植松忠裕杯争奪選手権大会 ○ ○ 沼津市民体育館
22 小学連 静岡県ランキング大会 ○ 沼津市民体育館
23 県協会 第９２回静岡県２・３部大会 ○ ○ 浜松ｱﾘｰﾅ　ｻﾌﾞ体育館

8 レディース 第１９回静岡県会長杯選手権大会 ○ 静岡市北部体育館
8 県協会 第３８回静岡県中学生選手権大会 ○ ○ 富士宮市民体育館

○ ○
○ ○

16 県協会 第３５回静岡県総合選手権大会 ○ 富士体育館
２１～

22
小学連 第１５回富士宮市オープン小学生大会 ○ ○

障害者委員会

○ ○

25

富士川体育館 長泉体育

館　裾野市民体育館
高体連高体連 ○

レディース

6

7

8
小学連

強化委員会

レディース

小学連

中体連 平成２５年度第６４回静岡県中学校総合体育大会

9

大学連
26

レディース
沼津市協会
小学連
浜松市協会

2

3

レディース
中体連

11 中体連

教職連

中　体　連 静岡県中学生新人大会

小学連・中体連

高体連高体連

富士市協会

第２０回静岡県大学選手権大会 静岡大学体育館 大学連

小学連

第２回県協会長杯高等学校選手権大会

平成２５年度静岡県高等学校新人大会

○

高体連

レディース
浜松市協会

静岡大学体育館 大学連

三島市協会

教職連

県レクレーション協会

○ ○

沼津市民体育館 高体連

レディース
レディース

磐田市総合体育館

富士宮市協会

小学連・中体連

未定

高体連 平成２５年度静岡県高等学校新人大会 ○

富士宮市民体育館

小学連

開　催　地開　催　地

担　　当

レディース
小学連

沼津市協会

中体連

御殿場市協会

開　催　日
主催連盟 大　　会　　名

団
体

個人

4

16 県協会 平成２５年度静岡県高等学校選手権大会

中体連

静岡大学体育館

小学連

10
第４１回静岡県大学選手権大会

大学連

8～9

高体連

高体連 平成２５年度静岡県高等学校総合体育大会 ○

高体連 平成２５年度静岡県高等学校総合体育大会

大学連

小学連

沼津市民体育館 高体連

5

第４０回静岡県大学選手権大会 ○ 大学連

富士市協会

平成２5年度 静岡県バドミントン協会事業計画 
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東日本・中部・東海大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国大会 

 

 

  

年 月 日 単 複 混 開催市 開催県

4 3～7 日本協会 大阪インターナショナルチャレンジ２０１３ ○ ○ 守口市 大阪府
6 8･9 中体連 富士山ｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ○ ○ ○ 富士宮市 静岡県

3～7 実業団 第６３回全日本実業団選手権大会 ○ 札幌市 北海道
25～28 レディース 第３１回全日本レディース大会 ○ 小田原市 神奈川県
2～5 日本協会 第２９回若葉カップ全国小学生大会 ○ 長岡京市 京都府
6～11 高体連 第６４回全国高等学校総合体育大会 ○ ○ ○ 北九州市 福岡県
10～11 日本協会 第1回全日本学生バドミントンミックスダブルス選手権大会 ○ 横浜市 神奈川県
10～14 教職連 第５２回全日本教職員選手権大会 ○ ○ ○ ○ 宮崎市 宮崎県
16～18 小学連 第１４回全国小学生選抜ＡＢＣ大会 ○ 八代市 熊本県
17～20 中体連 第４３回全国中学校総合体育大会大会 ○ ○ ○ 富士宮市 静岡県
20～23 日本協会 第１５回全国高等学校定時制通信制体育大会 ○ 小田原市 神奈川県
24～25 日本協会 第３７回全日本高等専門学校選手権大会 ○ ○ ○ 仙台市 宮城県
30～9/4 日本協会 第５６回全日本社会人選手権大会 ○ ○ ○ 旭川市 北海道
13～16 日本協会 第３２回全日本ジュニア選手権大会 ○ ○ 金沢市 石川県
14～16 日本協会 日本マスターズ２０１３ ○ 北九州市 福岡県
17～22 日本協会 ヨネックスオープンジャパン２０１３ ○ ○ ○ 渋谷区 東京都
4～7 日本協会 第６８回国民体育大会 ○ 町田市 東京都
12～12月 日本協会 バドミントン日本リーグ２０１３ ○ 全国各地 全国
18～24 日本協会 第６４回全日本学生選手権大会 ○ ○ 千葉市 千葉県
未定 日本協会 ヨネックス杯国際親善レディース201 ○ 大阪市 大阪府
15～18 日本協会 第３０回全日本シニア選手権大会 ○ ○ ○ 松山市 愛媛県
22～24 日本協会 第１２回日本ジュニアグランプリ大会２０１３ ○ 仙台市 宮城県
2～8 日本協会 平成２５年度全日本総合選手権大会 ○ ○ ○ 渋谷区 東京都
6～8 レディース 第８回全日本レディース（個人戦）大会 ○ 岐阜市 岐阜県
23～27 日本協会 第２２回全国小学生選手権大会 ○ ○ ○ 山形市 山形県

2 日本協会 バドミントン日本リーグ2013チャレンジリーグ ○ 立川市 東京都
　　～ 日本協会 第１４回全国社会人クラブチーム交流大会 ○ ○ 大阪市 大阪府
20～24 高体連 第４２回全国高等学校選抜大会 ○ ○ ○ 松本市 長野県
22～24 中体連 第１４回全日本中学生選手権大会 ○ 札幌市 北海道

26
3

12

11

10

8

7

25

開　催　日
主催連盟 大　　会　　名

団
体

個人 開　催　地

年 月 日 単 複 混 会　　場 開催県

8～ 天白4/8～11　
13 名東4/12･13
7 実業団 第５７回東海実業団選手権大会 ○ 刈谷市 愛知県
22～ 千種4/22～25
26 名東4/26
4 小学連 ぎふスポーツフェアー２０１２大会　 ○ ふれあいドーム 岐阜県
13～17 大学連 第６２回中部大学・第１０回中部学生選手権大会 ○ ○ 伊勢市 三重県
11 レディース 第３１回東海レディース大会 ○ 掛川サンアリーナ 静岡県

6 15・16 高体連 第４２回東海高等学校総合体育大会 ○ 三重県営サンアリーナ 三重県
第４９回東海地区国立高等専門学校大会 ○ ○ ○

東海小連 第16回東海小学生強化合宿練習会
13･14 東海連 第６８回国民体育大会第３４回東海大会 ○ 富士市立富士体育館 静岡県
　9･10 中体連 第３5回全国中学校総合体育大会東海大会 ○ ○ ○ 鈴鹿市体育館 三重県

大学連 第５２回西日本学生選手権大会
高体連 平成２４年度東海高等学校定時制大会 ○ ○ ○

14･15 東海連 平成２５年度東海総合選手権大会 ○ ○ 刈谷市 愛知県
12 東海小連 第２５回東海小学生選手権大会 ○ ○ 岐阜県
12～14 東海小連 第１６回東海小学生強化合宿練習会 岐阜県
3 レディース 第２７回東海レディース大会 ○ 岐阜県
16・17・23・24 中部日本連 第６５回中部日本選手権大会 ○ ○ ○ 福井市　越前市 福井県

関東小連 関東小学生大会 ○
25
30
9～11 東海小連 東海小学生選抜強化合宿
12～16 大学連 第 ３４回東海学生新人大会 ○ ○
25～27 高体連 第25回東海オープン大会 ○ ○ スカイホール豊田 愛知県

1 18･19 高体連 第４2回全国高等学校選抜大会東海地区予選会 ○ ○ ○ 大垣市総合体育館 岐阜県
18～ 東海小連 第１７回東海小学生大会（団体） ○ 吉田町総合体育館 静岡県
～19 東海小連 東海強化合宿

開　催　地開　催　日
主催連盟 大　　会　　名

団
体

個人

25

4

大学連 第１１７回東海大学選手権大会 ○

8

愛知県

大学連 第６１回東海学生選手権大会 ○ ○ 愛知県

5

7

9

10

11

12

大学連 第１１８回東海大学選手権大会 ○
天白11/25～28
稲氷11/29･30

愛知県

26
2
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浜名高校 

男子・女子バドミントン部 

 

私たちの浜名高校は浜松市浜北区にあり、今年創立101年

目を迎えました。1学年9学級編成で、全校生徒数1１００

名近い大規模校です。運動部が盛んな本校ですが、バドミ

ントン部は部員数が3学年男女併せて例年100名以上、全

校生徒の1割を占める本校1番の大所帯です(本年度は男子

６４名、女子５７名の合計１２１名で、全校生徒の１割強)。 

体育館はバドミントン部専用ですが、狭いため正規のコー

ト 3面をコート間にネットを張って4面として利用してい

ます。4 面練習を多くするため、土曜日、日曜日、休日は

男女で午前練習、午後練習を交互に行っています。また、

水曜日は男子が休み、木曜日は女子が休みとしています。 

コート数が少ないため、実戦的なパターン練習や、ゲーム

練習(特にシングルス)が十分できず、時間差練習、ノック

練習の多用などで対応しています。 

オンコートでの練習量が不足しがちですが、西部大会では

良い成績を収め県大会に出場することができています。た

だ初心者ばかりであるため、県大会で東部・中部の経験者

との対戦はかなり厳しいのが現状です。３年生の高校総体

県大会に照準を合わせて少しでもよい結果を残せること、

「バドミントン部に入って良かった」と思えることを目標に

活動しています。 

 
 

 

沼津商業高等学校バドミントン部 

顧問 飯嶋雄三、曽根裕子 

 

沼津商業高校のバドミントン部は、先日行われた高校総

体の東部地区予選で３年生が引退し、現在は２年生１７名、

１年生１３名、計３０名で活動しています。バドミントン

の経験は１名だけで、残り２９名は高校から始めた初心者

です。水曜日を除く週６日間、平日は１６時から１９時(時

間は他の体育館部活と３ローテーション)、休日は午前か午

後の半日練習をしています。走り込み、筋トレ、フットワ

ーク、基礎打ち、ノックなどの基本練習を中心に行ってお

り、休日の部活動にはＯＢの方が熱心に指導をしてくれて

います。 

今年の目標は県大会に出場し１勝することです。部員一丸

となって頑張っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 59回静岡県バドミントン総合選手権大会(個人戦) 

平成 25年 2月 12日   沼津市立体育館 

男子ダブルス 

優勝 山下・福島(ジャトコ) 

２位 栗・山崎(ジャトコ) 

３位 鈴木・惟村(ＮＭＴ) 

３位 大野・尾崎(羽組・イースト) 

男子シングルス 

優勝 河野大地(星陵ＯＢ) 

２位 佐野智久(チャレンジャー) 

３位 栗 佑貴(ジャトコ) 

３位 林 佳介(王子製紙) 

 

女子ダブルス 

優勝 杉谷・太田川(ＮＭＴ) 

２位 林・塩澤(ＮＭＴ) 

女子シングルス 

優勝 太田川真希(ＮＭＴ) 

２位 橋本裕美(ホリデー大明) 

３位 橋口知美(ホリデー大明) 

３位 中田みゆき(チャレンジャー) 

第 36回静岡県バドミントン総合選手権大会(団体戦) 

平成 25年 3月 17日   富士市立体育館 

男子の部 

優勝 ジャトコ 

２位 チャレンジャーＡ 

３位 ＢＡＤＭＡＮ 
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女子の部 

優勝 Magical Number 

２位 おねぇさんち 

 

第 96回 静岡県教職員バドミントン選手権大会 

平成 25年 3月 2日   静岡大学 

一般男子ダブルス 

１位 田中・杉浦(富士第1小・北特支) 

２位 大澤・岩城(科技高・宇佐美小) 

３位 八木・土屋(沼津教委・田方農高) 

成壮年男子ダブルス 

１位 吉原・小川(県教委・新遍小) 

２位 湖東・岩谷(浜松医療学・沼津特支) 

３位 早村・宮原(静岡大) 

一般男子シングル 

１位 田中(富士第1小) 

２位 岩城(宇佐美小) 

３位 大澤(科技高) 

成壮年男子シングルス 

１位 小川(新遍小) 

２位 大澤(焼津水産高) 

３位 吉原(県教委) 

３位 湖東(浜松医療学) 

一般女子ダブルス 

１位 関・飯田(沼津五小・伊藤南小) 

２位 中嶋・植田(服織小・観山中) 

３位 高柳・小泉(豊岡北小・農林大) 

一般混合ダブルス 

１位 八木・関(沼津市教委・沼津五小) 

２位 大澤・中嶋(科技高・服織小) 

３位 吉原・植田(県教委・観山中) 

 

静岡県社会人バドミントン大会 

平成 25年 5月 12日   富士通体育館 

ダブルス 

優勝 大野・尾崎(羽組・イースト) 

２位 山下幸司・山下豪(ジャトコ) 

３位 山崎・細田(ジャトコ) 

シングルス 

優勝 栗佑貴(ジャトコ) 

２位 山崎大嗣(ジャトコ) 

３位 細田慎二(ジャトコ) 

第 18回静岡県レディースバドミントン連盟会長杯 

平成 25年 3月 16日   静岡県北部体育館 

Aブロック 

１位 富士クラブ 

２位 未来 

３位 スルガA 

Bブロック 

１位 CLEARS＆さつき 

２位 スルガC 

３位 スカイC 

Cブロック 

１位 ウェンディB 

２位 ドラゴンフック 

３位 北部B 

 

第 31回東海レディースバドミントン大会 静岡予選会 

平成 25年 4月 13日   東遠カルチャーパーク 

１位 富士クラブ 

２位 スルガウイングス 

３位 桔梗 

４位 ウイッシュ 

4位 小西・藤原(クリアーズ) 

 

第 31回全日本レディースバドミントン大会 静岡予選 

平成 25年 4月 13日   東遠カルチャーパーク 

１位 スルガウイングス 

２位 北部クラブ 

３位 スカイ 

１位スルガウイングスは７月全国大会出場(小田原市) 

 

第 59回静岡県総合バドミントン選手権(個人) 

平成 25年 2月 10日   沼津市民体育館 

(男子ダブルス) 

○1回戦 

杉本大夢杉本諒 0-2 大野尾崎(イースト) 

(男子シングルス) 

○１回戦 

清水 0-2 高見(チャレンジャー) 

杉本諒 2-0 藁科(筑波大学大学院) 

須藤 0-2 鈴木(ＮＭＴ) 

杉本大夢2-0 工藤(星陵伊藤ＯＢ) 

松村 0-2 西山(王子製紙) 

○２回戦 

杉本諒 0-2 河野(伊東星陵ＯＢ) 

杉本大夢0-2 山崎(ジャトコ) 

(女子シングルス) 

○１回戦 

伊藤 1-2 中田(チャレンジャー) 

<第 20回静岡県大学バドミントン選手権大会> 

3月 9日、10日   静岡大学体育館 

(男子シングルス1部) 

1位 杉本大夢(静岡大学浜松) 

2位 岩城(静岡県立大学) 

3位 田中(静岡大学) 



平成 25年 6 月 15日       バドミントンしずおか               (7) 

(男子シングルス2部) 

1位 佐々木(静岡大学浜松) 

2位 増田(静岡大学) 

3位 滝澤(東海大学) 

(男子シングルス3部) 

1位 水越(浜松大学) 

2位 山田(富士常葉大学) 

3位 小野(富士常葉大学) 

(男子ダブルス1部) 

1位 杉本諒杉本大夢(静岡大学浜松) 

2位 向井三村(静岡大学浜松) 

3位 永井渡部(静岡県立大学) 

(男子ダブルス2部) 

1位 増田・松村(静岡大学) 

2位 佐々木・新村(静岡大学浜松) 

3位 榊原・増井(富士常葉大学) 

(女子シングルス1部) 

1位 石津(静岡大学) 

2位 渡辺(静岡大学) 

3位 芹澤(静岡大学) 

(女子シングルス2部) 

1位 沼田(順天堂大学) 

2位 和田(順天堂大学) 

3位 有馬(日本大学) 

(女子ダブルス) 

1位 石津・芹澤(静岡大学) 

2位 小川・後藤(常葉大学) 

3位 桜井・渡辺(静岡大学) 

第 117回東海大学 

第 61回東海学生バドミントン選手権大会 

団体戦 4月 8日～13日 

個人戦 4月 22日～26日 名古屋市天白スポーツセンター 

名東スポーツセンター 

団体戦 

＜男子1部リーグ＞ 

静岡大学0-3東海学院大学 

静岡大学1-3愛知淑徳大学 

静岡大学(キケン)0-3日本福祉大学 

静岡大学2-3中京大学 

静岡大学1-3愛知工業大学 

＜男子1部 2部入れ替え戦＞ 

静岡大学2-3愛知学院大学 

＜女子1部リーグ＞ 

静岡大学(キケン)0-3東海学院大学 

静岡大学(キケン)0-3愛知淑徳大学 

静岡大学(キケン)0-3日本福祉大学 

静岡大学(キケン)0-3中京大学 

静岡大学(キケン)0-3至学館大学 

＜女子1部 2部入れ替え戦＞ 

静岡大学0-3愛知学院大学 

個人戦 

＜男子シングルス＞  1回戦 

松村0-2谷口(日本福祉大学) 

増田2-0川村(名古屋工業大学)キケン 

清水2-0尾崎(名古屋大学)キケン 

磯谷2-0富山(日本福祉大学) 

2回戦 

増田0-2高木(愛知工業大学) 

清水0-2丹羽(中京大学) 

磯谷2-0谷井(愛知工業大学) 

3回戦 

磯谷0-2澤居(名城大学) 

＜男子ダブルス＞  1回戦 

増田松村2-0柴田谷口(中部大学) 

2回戦 

増田松村1-2平林神山(南山大学) 

＜女子シングルス＞  1回戦 

伊藤0-2佐々木(名城大学) 

渡辺2-0日高(南山大学) 

2回戦 

櫻井2-0青木(愛知淑徳大学) 

渡辺2-0私市(中京大学) 

3回戦 

櫻井0-2水野(東海学院大学) 

渡辺0-2大田(日本福祉大学) 

＜女子ダブルス＞  2回戦 

櫻井渡辺2-0黒田高木(中京大学) 

3回戦 

櫻井渡辺0-2山本森山(東海学院大学) 

 

第 41回全国高等学校選抜バドミントン選手権大会 

東海地区予選会 

平成 25年 1月 19日・20日   沼津市民体育館 

【男子学校対抗戦】  １回戦 

伊東 3-0 愛工大名電(愛知) 

富士高 1-3 岡崎城西(愛知) 

２回戦 

星陵 3-0 大垣北(岐阜) 

伊東 3-0 暁(三重) 

準決勝 

星陵 0-3 名経大市邨(愛知) 

伊東 1-3 岡崎城西(愛知) 

【女子学校対抗戦】 

１回戦 

星陵 3-2 済美(岐阜) 

常葉菊川 0-3 大垣西(岐阜) 
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２回戦   

星陵 1-3 皇學館(三重) 

御殿場西 3-2 名経大市邨(愛知) 

準決勝   

御殿場西 1-3 県立岐阜商業(岐阜) 

【男子個人戦(複)】  １回戦 

工藤・齊藤(伊東) 1-2 吉田・北村(岡崎城西) 

吉氷・田原(星陵) 0-2 山川・間部(暁) 

【男子個人戦(単)】 

１回戦 

吉氷健太郎(星陵) 0-2 山川莉輝(暁) 

工藤有智(伊東) 0-2 堀正伸(名経大市邨) 

【女子個人戦(複)】  １回戦 

山田・清(星陵) 0-2 横山・林(県立岐阜商業) 

芹澤・勝俣(御殿場西) 2-0 二宮・肥塚(星城) 

準決勝 

芹澤・勝俣(御殿場西) 2-0 中西・川添(皇學館) 

決勝 

芹澤・勝俣(御殿場西) 2-0 横山・林(県立岐阜商業) 

【女子個人戦(単)】  １回戦 

勝俣莉里香(御殿場西) 0-2 小川由香(岡崎城西) 

芹澤妃那子(御殿場西) 0-2 川添麻衣子(皇學館) 

 

第1回静岡県バドミントン協会会長杯高等学校選手権大会 

平成 25年 3月 20日～21日   エコパアリーナ 

男子ダブルスA  準々決勝 

稲葉・髙橋(伊東商) 2-0 久保田・中村(富士見) 

工藤・瀬戸(伊東) 2-0 中根直・影山(浜名) 

河合・中根健(浜名) 2-1 服部・市野(焼津中央) 

齋藤・及川(伊東) 2-0 篠原・西村(星陵) 

準決勝 

工藤・瀬戸(伊東) 2-0 稲葉・髙橋(伊東商) 

齋藤・及川(伊東) 2-0 河合・中根健(浜名) 

決勝 

工藤・瀬戸(伊東) 2-1 齋藤・及川(伊東) 

男子ダブルスB  準々決勝 

金森・渡辺(富士宮北) 2-0 佐藤・山本(富士見) 

平方・江口(静岡北) 2-0 畑崎・横山(静岡北) 

小佐野・畑山(富士宮北) 2-0 松野・猿田(浜名) 

池田・長橋(星陵) 2-1 鈴木・良知(小笠) 

準決勝 

金森・渡辺(富士宮北) 2-0 平方・江口(静岡北) 

小佐野・畑山(富士宮北) 2-0 池田・長橋(星陵) 

決勝 

小佐野・畑山(富士宮北) 2-0 金森・渡辺(富士宮北) 

 

 

 

男子ダブルスC  準々決勝 

牧田・山口(焼津水産) 2-0 鈴木瑛・三室(浜名) 

藤森・渡辺(静岡大成) 2-1 石川・落合(静岡北) 

近賀・服部(島田樟誠) 2-0 伊藤征・大石海(浜名) 

高林・船木(浜名) 2-0 杉崎・佐藤(浜名) 

準決勝 

藤森・渡辺(静岡大成) 2-0 牧田・山口(焼津水産) 

高林・船木(浜名) 2-0 近賀・服部(島田樟誠) 

決勝 

藤森・渡辺(静岡大成) 2-0 高林・船木(浜名) 

女子ダブルスA  準々決勝 

八木・伊東(静岡北) 2-0 鈴木秋・大泉(富士宮北) 

青木な・伊藤(伊東商業) 2-0 篠ケ谷・中島(焼津中

央) 

天野・関野(常葉菊川) 2-0 川上・山田芙(富士見) 

金田・堀内(静岡女子) 2-0 塩地・増田(伊東) 

準決勝 

青木な・伊藤(伊東商業) 2-1 八木・伊東(静岡北) 

金田・堀内(静岡女子) 2-0 天野・関野(常葉菊川) 

決勝 

金田・堀内(静岡女子) 2-0 青木な・伊藤(伊東商業) 

女子ダブルスB  準々決勝 

杉本・白井(伊東商業) 2-0 大川千・青木佳(伊東商業) 

磯部・野田(富士見) 2-0 鈴木真(富士宮北) 

丸山・岡崎(静岡女子) 2-0 岡嶋・平野(常葉菊川) 

鈴木菜・大石(静岡商業) 2-0 石川・平岡(浜名) 

準決勝 

杉本・白井(伊東商業) 2-0 磯部・野田(富士見) 

丸山・岡崎(静岡女子) 2-0 鈴木菜・大石(静岡商業) 

決勝 

丸山・岡崎(静岡女子) 2-1 杉本・白井(伊東商業) 

女子ダブルスC 

準々決勝 

松島・西田(浜名) 2-1 将野・鈴木麻(浜名) 

村松・鈴木汐(富士宮北) 2-0 飯塚・前田(焼津中央) 

内藤・河合(浜松江之島) 2-0 茂木・青島(藤枝北) 

飯塚・山本(藤枝北) 2-0 河合・片岡(浜名) 

準決勝 

村松・鈴木汐(富士宮北) 2-1 松島・西田(浜名) 

飯塚・山本(藤枝北) 2-0 内藤・河合(浜松江之島) 

決勝 

飯塚・山本(藤枝北) 2-0 村松・鈴木汐(富士宮北) 
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第 41回全国高等学校選抜バドミントン選手権大会 

平成 25年 3月 25日   北九州総合体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4回静岡県中学校バドミントン選手権大会(学校対抗) 

平成２５年４月２０日   富士宮市民体育館 

＜男子団体＞ 

浮島中 2-1 井之頭中 

富士根南中 3-0 暁秀中 

門野中 3-0 浮島中 

富士宮二中 3-0 上野中 

星陵中 3-0 富士宮四中 

伊東南中 3-0 富士根南中 

準決勝 

門野中 2-1 富士宮二中 

星陵中 2-1 伊東南中 

決勝 

門野中 2-0 星陵中 

3位決定戦 

伊東南中 2-1 富士宮二中 

＜女子団体＞ 

服織中 3-0 富士根南中 

清水小島中 2-1 浮島中 

星陵中 3-0 服織中 

静岡東中 3-0 上野中 

富士宮二中 3-0 暁秀中 

富士宮四中 3-0 英和女学院中 

常葉学園菊川中 3-0 井川中 

大里中 3-0 井之頭中 

門野中 3-0 豊田中 

伊東南中 3-0 清水小島中 

星陵中 2-0 静岡東中 

富士宮二中 2-1 富士宮四中 

大里中 2-1 常葉学園菊川中 

伊東南中 2-0 門野中 

準決勝 

星陵中 2-1 富士宮二中 

伊東南中 2-0 大里中 

決勝 

星陵中 2-1 伊東南中 

3位決定戦 

富士宮二中 2-0 大里中 

 

静岡県中学校バドミントン選手権大会 

平成 25年 3月 16日   草薙総合体育館 

男子シングルス  準々決勝 

植松 敬士 (富士宮二中) 2-0 高嶋 大和 (伊東南中) 

鈴木 悠真 (浜松北浜中) 2-0 大川 拓馬 (伊東門野中) 

福田 雄飛 (伊東門野中) 2-1 篠原 大和 (富士宮二中) 

三好 翔 (伊東南中) 2-0 八木 惟織 (藤枝高洲中) 

準決勝 

植松 敬士 (富士宮二中) 2-0 鈴木 悠真 (浜松北浜中) 

福田 雄飛 (伊東門野中) 2-0 三好 翔 (伊東南中) 

決勝 

植松 敬士 (富士宮二中) 2-1 福田 雄飛 (伊東門野中) 

3位決定戦 

三好 翔 (伊東南中) 2-0 鈴木 悠真 (浜松北浜中) 

男子ダブルス  準々決勝 

松田・宮下 (星陵中) 2-0 淋・中里 (伊東南中) 

宮地・小林 (藤枝青島中) 2-0 塗茂・白井 (伊東門野中) 

三枝・内山 (伊東門野中) 2-0 稲葉・外木 (星陵中) 

横山・樽石 (伊東南中) 2-0 松本・青木 (伊東門野中) 

準決勝 

松田・宮下 (星陵中) 2-0 宮地・小林 (藤枝青島中) 

横山・樽石 (伊東南中) 2-0 三枝・内山 (伊東門野中) 

決勝 

松田・宮下 (星陵中) 2-0 横山・樽石 (伊東南中) 

3位決定戦 

三枝・内山 (伊東門野中) 2-0 宮地・小林 (藤枝青島中) 

女子シングルス 

準々決勝 

髙栁 美月 (常葉菊川中) 2-0 渡辺 莉央 (浜松積志中) 

加藤 亜哉子 伊東南中 2-0 鈴木 悠加 (島田六合中) 

野田 彩夏 (静岡蒲原中) 2-1 田辺 優真 (富士吉原二中) 

杉本 茜 (伊東南中) 2-0 村松 怜実 (焼津大井川中) 

準決勝 

加藤 亜哉子 (伊東南中) 2-0 髙栁 美月 (常葉菊川中) 

杉本 茜 (伊東南中) 2-0 野田 彩夏 (静岡蒲原中) 

決勝 

加藤 亜哉子 (伊東南中) 2-1 杉本 茜 (伊東南中) 

3位決定戦 

髙栁 美月 (常葉菊川中) 2-0 野田 彩夏 (静岡蒲原中) 
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女子ダブルス 

準々決勝 

小野田・山城 (星陵中) 2-0 石川・内山 (富士岩松中) 

樽石・杉山 (伊東南中) 2-0 菅沼・村田 (藤枝高洲中) 

望月・金山 (富士宮四中) 2-0 佐野・菅原 富士鷹岡中 

岩田・髙橋 (星陵中) 2-0 内田・見宮 (藤枝広幡中) 

準決勝 

小野田・山城 (星陵中) 2-0 樽石・杉山 (伊東南中) 

岩田・髙橋 (星陵中) 2-0 望月・金山 (富士宮四中) 

決勝 

岩田・髙橋(星陵中) 2-0 小野田・山城 (星陵中) 

3位決定戦 

望月・金山(富士宮四中) 2-1 樽石・杉山(伊東南中) 

 

静岡県小学生バドミントンランキングファイナル大会 

平成 25年 2月 23日  富士フイルム体育館 

〈男子の部〉 

☆１・２年生男子 

①勝又夢斗(御殿場Jr) 

②河角遼佑(富士中央バド) 

③辻 崇我(伊東SBC) 

☆３年生男子 

①佐野覚斗(富士山バド) 

②三浦琉聖(蒲原スポ少) 

③渡辺 空(富士山バド) 

☆４年生男子 

①三橋朋生(伊東SBC) 

②高柳大輔(羽球大井川Jr) 

③海野凌我(富士山バド) 

 

☆５年生男子 

①平岡佑太(伊東ワールド) 

②福田陸大(伊東SBC) 

③土井大和(富士山バド) 

☆６年生男子 

①小野田泰地(富士山バド) 

②勝間田聖亜(御殿場Jr) 

③稲葉琢人(伊東ワールド) 

〈女子の部〉 

☆１・２年生女子 

①荒井茉奈加(富士中央バド) 

②平岡 遥(伊東ワールド) 

③平岡 萌(伊東ワールド) 

☆３年生女子の部 

①大塚舞桜(広幡バドキッズ) 

②秋山萌衣奈(六合Jr) 

③千須和美陽(富士中央バド) 

☆４年生女子の部 

①三好 蒼(伊東ワールド) 

②鈴木彩也花(広幡バドキッズ) 

③内田優衣(広幡バドキッズ) 

☆５年生女子の部 

①井上七海(伊東SBC) 

②佐野智咲(富士山バド) 

③石上瑠奈(羽球大井川Jr) 

☆６年生女子の部 

①今井沙耶(御殿場Jr) 

②渡辺茉央(どんぐりJr) 

③内山花苗(岩松ジュニア) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県バドミントン協会事務局 
〒416-0909静岡県富士市松岡523-8 

山本秀和 
TEL&FAX0545-63-0711 

E-mail sizuokakenbadky@hb.tp1.jp 

静岡県バドミントン協会広報委員会 
〒416-0909静岡県富士市松岡2423-11 

大石恵司 
TEL&FAX0545-61-6809 

E-mail kenkouhou@mail.goo.ne.jp 

― 広報委員会からのお願い ― 

 

原稿に関しまして原稿締切を、過ぎての入稿が目立っております、原稿締切の厳守をお願いいたします。 

入稿方法は、従来の方法に加へメールにても受け付けております。 

下記の広報メールまでお願いいたします。 

(パソコンで入力しました原稿は、メールでの入稿をお願いいたします。) 

「バドミントンしずおか」は、静岡県バドミントン協会ホームページにも掲載しておりますので、そちらもご覧く

ださい。 


