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湖西高校バドミントン部    顧問 竹内栄治 

 本校バドミントン部は、現在、女子部員 13 名で活動しています。礼儀、挨拶、大きな声、

思いやりの心、感謝の心の 5 つをチームの信念として大切にし、一人ひとりが目標を定め、 

自分を高めるように頑張っています。高校からスタートした者が多いチームですが、県大会出

場、県大会上位入賞をめざし、毎日、練習に励んでいます。横の連帯と縦の規律を大切にし、

コミュニケーション力を高め、辛い時や苦しい時も仲間同士で支えあっています。 

 練習は、基礎打ちやパターン練習、ゲーム練習を 

中心にしたメニューに取り組んでいます。 

体幹や足腰を鍛えるトレーニングも行い、強い体と 

精神力を養っています。また、曜日毎にメニューを 

変え、月、水、金曜日はシングルスのメニュー、 

火、木、土曜日はダブルスのメニューに計画的に 

取り組み、技術の向上に努めています。新人戦では、 

ダブルスが県でベスト 8 に入りました。 

次の大会は高校総体です。残りの日々の練習を高い 

意識で取り組み、全員悔いが残らないよう試合に 

臨み、ベストをつくしてほしいと思います。 

(文責 副顧問杉尾初音) 

新人の部 1 位 

新人の部 2 位 

第５回 静岡県中学生バドミントン新人大会 
女子シングルス 1 位 

井上 七海(伊東南） 

女子ダブルス 1 位 

住吉・杉本(伊東南） 

第 52 回静岡県レディースバドミントン競技大会 

期日：平成 27 年 1 月 25 日 

会場：エコパサブアリーナ 

１部リーグ 優勝 三原・増田（シャトルズ） 

 準優勝 松浦・伊藤（パワースﾞ） 

 ３位 山田・山本（富士ｸﾗﾌﾞ・ｽﾙｶﾞｳｲﾝｸﾞｽ） 

 

 

 

 

 

 

 
２部リーグ 優勝 小西・藤原（クリアーズ） 

 準優勝 高田・堀部（ウィッシュ） 

 ３位 遠藤・平野（クリアーズ） 

 

 

 

 

 

 
３部リーグ 優勝 山田・小西川（スプリングス） 

 準優勝 望月・佐野（クリアーズ） 

 ３位 山家・須藤（清水さつき） 

 

 

 

 

 

 

 
４部リーグ 優勝 小池・東野（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ・ｽﾙｶﾞｳｲﾝｸﾞｽ） 

 準優勝 太田・石田（プリマドンナ） 

 ３位 半田・堀井（プリマドンナ） 

 

 

 

平成 26 年度静岡県高等学校新人バドミントン大会 

期日：平成 26 年 10 月 25・26 日 

会場：沼津市民体育館 

2 年男子ダブルス   準決勝 

仁藤・米山（星陵） 2-0 新藤・平野（韮山） 

横山・樽石（伊東） 2-1 松田・宮下（星陵） 

決勝 仁藤・米山 2-0 横山・樽石 

2 年男子シングルス  準決勝 

仁藤（星陵） 2-0 横山（伊東） 

米山（星陵） 2-0 宮下（星陵） 

決勝 米山（星陵） 2-0 仁藤（星陵） 

2 年女子ダブルス   準決勝 

山田・小野田（星陵） 2-0 西脇・松下（科学技術） 

鈴木・山城（星陵） 2-0 上田・村松（常葉菊川） 

決勝 鈴木・山城 2-1 山田・小野田 

2 年女子シングルス  準決勝 

山本（御殿場西） 2-1 高橋（星陵） 

山田（星陵） 2-1 小野田（星陵） 

決勝 山田 2-0 山本 

 

１年男子ダブルス   準決勝 

渥美・天野（大平台） 2-1 金子・寺田（富士東） 

水野・清水（焼津中央） 2-1 真野・勝又（沼津中央） 

決勝 渥美・天野 2-1 水野・清水 

１年男子シングルス  準決勝 

金子（富士東） 2-0 保科（富士） 

川隅（焼津水産） 2-0 寺田（富士東） 

決勝 金子 2-0 川隅 

１年女子ダブルス   準決勝 

大石・大村（静岡女子） 2-0 田村・吉田（静岡商） 

井上・中野（駿河総合） 2-0 笠井・中野（静岡女子） 

決勝 大石・大村 2-1 井上・中野 

１年女子シングルス  準決勝 

澤登（沼津商） 2-1 湯本（静岡商） 

山口（駿河総合） 2-0 大石（静岡女子） 

決勝 山口 2-0 澤登 

二年の部の一位・二位は東海選抜大会出場 

第 23 回全国小学生選手権大会 

平成 26 年 12 月 25 日（木）～29 日（月） 新潟市 

会場：東総合スポーツセンター・秋葉区総合体育館 

（６年生以下男子シングルス） 

一回戦 髙柳大輔(羽球大井川 Jr）２－０増本康祐(愛媛県） 

二回戦 目﨑駿太郎（新潟県）２－０髙柳大輔 

（６年生以下男子ダブルス） 

二回戦 海野・森(富士山バド）２－０片所・佐野(新潟県) 

三橋・早川(ＳＢＣスクール）２－０八島・石井(宮城県) 

三回戦 海野・森２－０前田・村上(香川県) 

三橋・早川２－０後藤・土田(新潟県) 

準々決勝 藤谷・石田(石川県）２－０海野・森 

木田・中村(富山県）２－０三橋・早川 

（４年生以下女子ダブルス） 

一回戦 尾崎・佐野(岡山県）２－０山下・仲丸(藤枝ジュニア） 

（６年生以下女子ダブルス） 

二回戦 鈴木・内田(広幡バドキッズ）２－０木下・石崎(福岡） 

三回戦 鈴木・内田２－１戸﨑・松永(東京都） 

準々決勝 鈴木・内田２－０花井・宮崎(北北海道) 

準決勝 鈴木・内田２－０成富・下村(佐賀県） 

決勝 宮下・宮下(茨城県）２－０鈴木・内田 

都道府県対抗 

男子一回戦 

静岡県３－０高知県 

海野・森２－０田中・松田 

髙柳大輔２－０横田昇馬 

三橋朋生２－０小山武瑠 

男子二回戦 

佐賀県２－１静岡県 

永淵・金子１－２三橋・早川 

江口慶２ー０荒井秀介 

中山翔太２－０髙柳大輔 

1 年女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 1 位 1 年シングルス 1 位 

1 年男子ダブルス 1 位 
2 年シングルス 2 位 

2 年男子ダブルス 2 位 

2 年男子ダブルス 1 位 

2 年女子ダブルス 1 位    2 位 

2 年シングルス 1 位 

女子一回戦 

静岡県３－０沖縄県 

鈴木・内田２－０金城・平田 

深津梓花２－０佐渡山京弥 

三好蒼２ー０赤嶺きらり 

女子二回戦 

秋田県２－１静岡県 

鎌田・金子０－２内田・内田 

森川すみれ２ー０三好蒼 

古田菜摘２ー０鈴木彩也花 

シングルス・ダブルス 2 位 

シングルス・ダブルス 3 位 

第 26 回 東海小学生選手権大会（個人戦） 

平成 26 年 10 月 5 日 

（６年生以下男子ｼﾝｸﾞﾙｽ） 準優勝 高柳大輔（大井川 Jr） 

（６年生以下男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 優勝 海野・森(富士山バド） 

準優勝 三橋・早川(ＳＢＣスクール） 

（４年生以下女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 3 位 山下・仲丸(藤枝ジュニア） 

（６年生以下女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 優勝 鈴木・内田(広幡バドキッズ） 


