
 

第１０２回静岡県教職員バドミントン選手権大会 

一般男子ダブルス     平成 27 年 3 月 7 日 

1 位 田中貴之（富士市立天間小学校） 

杉浦正樹（静岡北特別支援南の丘分校） 

2 位 前津宗武史（静岡北特別支援） 

西田佳弘（静岡市立豊田中学校） 

3 位 湖東淳（浜松医療学院） 

佐藤大介（浜松海の星高等学校） 

3 位 宅和昌伸（静岡英和女学院） 

坂下裕基（科学技術高等学校） 

成壮年男子ダブルス 

1 位 吉原隆（静岡県教育委員会） 

小川雅彦（静岡市立新通小学校） 

2 位 御宿正士（三島長陵高等学校） 

松田智（静岡大学） 

3 位 宮原和臣（静岡大学） 

押川達夫（沼津高専） 

3 位 早村俊二（静岡大学） 

大澤健（焼津水産高等学校） 

一般男子シングル 

1 位 田中貴之（富士市立天間小学校） 

2 位 岩城保久（伊東市立宇佐美小学校） 

3 位 坂下裕基（科学技術高等学校） 

3 位 佐藤大介（浜松海の星高等学校） 

成壮年男子シングル 

1 位 近藤光（藤枝西高等学校） 

2 位 小川雅彦（静岡市立新通小学校） 

3 位 吉原隆（静岡県教育委員会） 

3 位 大澤健（焼津水産高等学校） 

一般女子ダブルス 

1 位 高橋万浦（御前崎市立浜岡東小学校） 

櫻井麻那（静岡市立番町小学校） 

2 位 中嶋陽子（静岡市立長田西小学校） 

米田宏子（静岡市立東豊田小学校） 

3 位 太田るり子（浜松特別支援学校） 

岡本圭緒理（菊川市立あおぞら幼稚園） 

3 位 中村富美子（沼津市立大岡南小学校） 

時森美穂（静岡市立大里中学校） 

一般混合ダブルス 

1 位 西田佳弘（静岡市立豊田中学校） 

時森美穂（静岡市立大里中学校） 

2 位 小川雅彦（静岡市立新通小学校） 

高橋万浦（御前崎市立浜岡東小学校） 

3 位 大澤俊幸（科学技術高等学校） 

中嶋陽子（静岡市立長田西小学校） 

3 位 大澤健（焼津水産高等学校） 

櫻井麻那（静岡市立番町小学校） 

 

「県協会近況報告」 

 

静岡県バドミントン協会 

副理事長 川原崎 仁 

 

今、私は障害者専門委員会に係っています。

平成１５年NEW！！わかふじ国体を当富士宮

市で開催するにあたり、国体準備室から、市民

にバドミントン競技をPRするよう依頼があり

ました。そこで障害のあるなしに係らず、「ワ

イワイバドミントン」を企画しました。この時

に、富士特別支援学校の先生と生徒チーム、大

人の車椅子チームに参加して頂きました。特に

支援学校の生徒は、国体の試合を見てから、バ

ドミントン愛好者が増え、学校側も、継続して

練習したい旨の要望がありました。それから、

市民体育館を市バドミントン協会が確保し、毎

週土曜日を練習日として、市協会関係者と支援

学校の教職員が指導をしています。長い間知的

障害のある人々は、大きな体育館で活動するチ

ャンスがありませんでした。最初は、うれしさ

のあまり、飛び跳ねる・奇声を上げる等収束が

出来ない事もありました。現在、スペシャルオ

リンピックス日本・静岡(ＳＯＮ静岡)に所属し、

毎年地区大会を県協会の審判部とレディス連

盟、線審には、富士山バドミントン少年団や大

学生ボランティア等体勢の支援により開催し

ております。４年に１度全国大会があります。

昨年１１月に福岡県で開催され、男性、女性各

１名と参加しました。上位入賞は出来ませんで

したが、各自ベストを尽くし、競技してまいり

ました。福岡県バドミントン協会と会場、宿泊

ボランティアには、大きな相手と笑顔での対

応、大変お世話になりました。多様な人達がバ

ドミントンで明るくなる。 

本年度もよろしくお願いします。 

 

「バドミントンを愛する 

高校生諸君へ」 

 

静岡県バドミントン協会 

副会長 岩城 明 

（静岡県立富士高等学校校長） 

グランドから視界いっぱいに広がる富士山

もすっかり雪が解け、夏の装いに変わりつつあ

ります。 

新入生の入学とともに、また新学期が始まりま

した。この時期の学校には溌刺とした雰囲気に

加え、何とも言えない緊張感と高揚感があふれ

ており、個人的にはとても好きな季節です。部

活動にも新入部員が加わり、1年生から 3年生

までそれぞれの課題に向けた練習に取り組ん

でいます。 

バドミントン部も、3年生やレギュラー部員は

インターハイ予選を目前にし、練習に熱が入っ

てきました。また、2年生が中心となり新入生

に対してトレーニングを行ったり、懇切丁寧に

ラッケトの握り方や素振りを指導したりして

います。特に、バドミントンの場合は 1年生の

多くが初心者のため、スイングもまだまだぎこ

ちないものの、目を輝かし一生懸命に練習に取

り組む姿は微笑ましく感じます。 

この広報誌が発行される頃には、京都府で開催

される全国高校総体（インターハイ）や本県で

開催される東海総体に出場する学校・選手が決

定しているはずです。勝負の世界である以上、

出場できる者は限られており、3年生の多くは

敗者となった瞬間に“引退”となるわけですが、

部活動で鍛えた体力はもとより集中力や忍耐

力、顧問の先生や、先輩、後輩そして同期の仲

間と育んだ人間関係や友情は一生の宝物です。

進学、就職後もシャトルを追いかけて欲しいと

切に願っております。 

関係の皆様には、東海・全国大会出場選手とと

もに、これからのバドミントンを担う高校生へ

の御指導・御声援をよろしくお願いします。 
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第３３回 東海レディースバドミントン大会（団体戦）静岡県予選 

平成 27 年 4 月 18 日(土)  掛川市総合体育館さんりーな  ※１位～４位 東海大会出場 

１位 桔梗 

(大石貴美 小林美枝 小林朋子 白井多香子 橋口寛子 遠藤弥生 高山恵里子 村松恵美子) 

２位 ウィッシュ 

(山田春奈 田中季恵 松浦和恵 福田弘子 高田淳子 堀部少美 山本真澄) 

３位 スルガウイングス 

(稲森修子 神田則子 杉ゆき江 山本晴世 塩澤正代 大澤美樹 澤田みどり) 

４位 プリマ・ドンナ 

(柘植美幸 永野千晶 成川尚子 半田尚子 高橋寿美代 舟橋友美 山田裕子 青島智子) 

第２２回静岡県学生バドミントン選手権大会 

平成 27 年 2月 28 日、3月 1日  静岡大学 

男子一部シングルス 

優勝 杉本大夢（静岡大学浜松） 

準優勝 重本俊介（静岡大学） 

３位 杉本諒（静岡大学浜松） 

男子二部シングルス 

優勝 星野作公（静岡大学） 

準優勝 横内遥（静岡県立大学） 

３位 八木修平（静岡大学） 

男子三部シングルス 

優勝 中神研人（常葉大学静岡） 

準優勝 高野大貴（静岡県立大学） 

３位 水口敦史（静岡県立大学） 

男子一部ダブルス 

優勝 杉本諒・杉本大夢（静岡大学浜松） 

準優勝 岩城潤・沼子将大（静岡県立大学） 

３位 重本俊介・弘末拓也（静岡大学） 

男子二部ダブルス 

優勝 北村佑平・岡田雄一（常葉大学静岡） 

準優勝 松浦計太・星野作公（静岡大学） 

３位 小野光貴・片山真秀（常葉大学富士） 

女子一部シングルス 

優勝 清光里（常葉大学静岡） 

準優勝 有馬佑季（日本大学） 

３位 大矢純加（静岡大学） 

女子二部シングルス 

優勝 牧野及美（常葉大学静岡） 

準優勝 天野加菜（常葉大学静岡） 

３位 落合南（常葉大学静岡） 

女子ダブルス 

優勝 清光里・牧野及美（常葉大学静岡） 

準優勝 朝妻美咲・渡邉絵梨花（常葉大学静岡） 

３位 大矢純加・田中晶子（静岡大学） 

第３３回 全日本レディースバドミントン 

クラブ対抗（団体戦）静岡県予選 

平成 27 年 4 月 18 日 掛川市総合体育館さんりーな 

１位 スルガウイングス 

(寺尾順子 伊藤ソノ子 中山委佐子 竹下すみ子  

碓井陽子 増井ゆき子 近江明美 沢田恵) 

２位 北部クラブ 

(磯部祥子 小杉公子 木下由起子 水越早乃  

浅原郁子 草田考余 三藤みづき) 

３位 ウィッシュ 

(橋口知加子 福田由里子 岩田雅子 平井弥生  

大石よし子 田中三千子) 

１位 スルガウイングス全国大会出場 

日本マスターズ２０１５ 静岡県予選会 

平成 27 年 5 月 10 日（日） 富士市立富士体育館 

男子５０歳以上 木田成明・伊藤俊一 

男子５５歳以上 高井保典・杉本隆義 

男子６０歳以上 西海佳樹・大邑富三 

女子５０歳以上 渡辺佳奈子・藤井あけみ 

女子５５歳以上 御宿みほ・中西ひろ子 

女子６０歳以上 入澤百合子・宇佐美洋子 

第９５回 静岡県２部３部バドミントン大会 

平成 27 年 5 月 10 日（日） 富士市立富士体育館 

男子２部ダブルス 

１位 清 章吾・深澤 浩二 

２位 土屋 利幸・外岡 貴也 

３位 角田 博明・稲場 健一 

男子２部シングルス   男子３部シングルス 

１位 清 章吾     １位 乗松 俊揮 

２位 森田 和明 

３位 斉藤 栄徳 

女子２部ダブルス 

１位 伊藤 理恵・吉丸 奈々 

２位 植椙 早苗・藤原 雅恵 

３位 佐野 円・松井かおり 

第３５回静岡県混合複バドミントン選手権大会 

平成 27 年 5 月 24 日（日）富士宮市民体育館 

１部 １位 清水・中野  ２部 １位 落合・落合 

２位 栗下・岩渕    ２位 青島・藤原 

３位 長谷川・太田川  ３位 山田・植椙 


