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副会長就任に当たって

あいさつ

静岡県高体連

静岡県バドミントン協会
会長 石川博義

残暑厳しいなか会員の皆様には如何お過ごしでし
ょうか。さぞつつがなくお過ごしのことと思います。
さて、今年は夏の暑さにまして暑いオリンピックの夏
でした。次回開催東京オリンピック・パラリンピック
を控えての各選手の意気込みは凄まじく、その各競技
の況に一喜一憂し興奮を覚えました。そして、結果多
くのメダルを獲得しました。
バドミントンに関しては、高橋・松友組の快挙は、同
じ世界に住む人間として大変な喜びと言えるでしょ
う。ましてや、現役の選手の皆さんは、あのオリンピ
ックという重圧のかかる最後の場面で 5 ポイントを
連取する決して諦めないプレーをまのあたりにして、
多くのものを感じとったのではないでしょうか。
来年度は、全日本レディースバドミントン選手権大会
が静岡県営「このはな」体育館で開催されます。今年
度開催の高知県に引き継ぎのため入ってきました。そ
して、「来年は静岡県開催で御座います。全国の皆様
どうぞお出で下さい。運営と歓迎の準備を整えてお待
ちしております。」とご挨拶をして参りました。
大会は、想像以上に大きな大会でびっくりしました。
しかし、さすがレディースの大会とあって、非常に細
やかなところまで気をくばった運営を見ることがで
きました。
何年も前から、このことにつきましは会員の皆様にご
協力のお願いをして参りましたが、いよいよ迫って参
りました。レディース連盟の皆様が鋭意備進めており
ます。
人や機材その他の要請あるかと思いますが、宜しくご
協力お願い申し上げます。

バドミントン専門部
部長(富士高校長)杉山洋一
本年度４月から高体連のバドミントン専門部の
部長を務めることになりました。県協会の皆様方
には、高校生のバドミントン競技の活動に関し、
多大な御支援･御協力をいただいていることにま
ず、感謝申し上げます。
さて、本年度の全国高校総体バドミントン競技
大会は、「美しく咲け 君の笑顔と努力の華
２０１６情熱疾走」のスローガンの下、８月にジ
ップアリーナ岡山をメイン会場として行われまし
た。本県からは、学校対抗の部で男子は伊東高校、
女子は星陵高校が代表として出場しましたが、残
念ながらそれぞれ奈良大附属、京都外大西に初戦
で敗退しました。また、個人対抗の部でも全国の
厚い壁の前に上位進出はなりませんでした。
しかし、大会に出場した選手はもちろん、その
後輩たちも、その会場の雰囲気を味わうことで得
たものは大きいと思います。例えばそれは、より
高い技術・技量を目指そうという向上心です。
この全国総体は、平成３０年度は東海ブロックが
開催地となり、バドミントン競技は浜松市で開催
されることが決まっています。大会の準備・運営
に当たっては、選手も含めた高校生はもちろん、
多くの関係の方々の御協力を必要とします。全国
レベルの競技に生で触れることができる貴重な機
会として、御予定くださるようお願いいたします。

～～～～～試合結果～～～～～
男子青壮年シングルス
平成 28 年 7 月 30 日（土）
吉田町総合体育館 １位 小川（西奈南小）
２位 吉原（県教委）
男子一般ダブルス
１位 向井（焼津中）・杉浦（静岡北特支南の丘分校） ３位 斉藤（門野中 OB）
混合ダブルス１部 Ａ
２位 影山（桐陽高）・寺田（静岡北高）
１位 向井（焼津中）・時森（大里中）
３位 坂下（科学技術高）・平岡（小笠高）
２位 西田（静岡豊田中）・植田（西奈南小）
男子青壮年ダブルス
３位 大澤（科学技術高）・中村（大岡小）
１位 吉原（県教委）・小川（西奈南小）
混合ダブルス１部 Ｂ
２位 押川（沼津高専）・大澤（科学技術高）
１位 小川（西奈南小）・髙柳（竜洋西小）
３位 松田（静岡大）・斉藤（門野中 OB）
２位 吉原（県教委）・小泉（農林大）
女子一般ダブルス
３位 土屋（静岡農高）・髙橋（浜岡東小）
１位 時森（大里中）・植田（西奈南小）
初心者１部男子ダブルス
２位 髙柳（竜洋西小）・髙橋（浜岡東小）
１位 渡邊（東部特支川名分校）・太田（大富士中）
３位 中村（大岡小）・小泉（農林大）
初心者女子ダブルス
男子一般シングルス
１位 溝下（中川根中）・中村（静岡北特支）
１位 平岡（小笠高）
混合ダブルス２部
２位 坂下（科学技術高）
１位 楠木（静岡北特支）・望月（静岡北特支）
３位 近藤（藤枝西高）

第 106 回静岡県教職員バドミントン大会

第３４回 全日本レディースバドミントン選手権大会
平成 28 年 7 月 28 日～３１日
高知県立県民体育館 南国市立スポーツセンター
クラブ対抗
都道府県対抗
選手(大塚
木下 可児 遠藤 松本 長倉 太田 近藤)
選手（太田川 松浦 山下
予選リーグ２位
落合 三井 山本 米田 小林）
プリマ、ドンナ（静岡）
１－２広島エコークラブ（広島）
予選リーグ１位
渋川あじさい（群馬）
２－１ALL ダイヤモンズ（山形）
静岡県
２－１ 滋賀県
広島エコークラブ（広島）
３－０渋川あじさい（群馬)
滋賀県
３－０ 長野県
プリマドンナ（静岡）
３－０ALL ダイヤモンズ（山形）
静岡県
３－０ 長野県
広島エコークラブ（広島）
２－１ＡＬＬダイヤモンズ（山形）
決勝トーナメント
プリマドンナ（静岡）
２‐１渋川あじさい（群馬）
1 回戦 静岡県 ２－０ 富山県
決勝トーナメント
2 回戦 静岡県 ０－２ 東京都
1 回戦 プリマドンナ（静岡） １－２鴨谷クラブ（大阪）
第３０回東海レディースバドミント大会(個人戦)静岡予選
平成 28 年 9 月 10 日(土) 掛川さんりーな
５５才以上
フリー
４５才以上
１位 堀部・豊田（ｳｨｯｼｭ・ジャーミィズ）
１位 松浦・落合（パワーズ・シャトルズ） １位 木下・河瀬（北部クラブ）
２位 小椋・藤原（富士クラブ・CLEARS） ２位 可児・丸山（プリマドンナ） ２位 石塚・伊藤（スルガウィングス）
３位 北川・長倉（プリマドンナ）
３位 松本・遠藤（プリマドンナ） ３位 西川・石野（ウィッシュ）
４位 柘植・高橋（プリマドンナ）
４位 古橋・羽柴（プリマドンナ） ４位 梅田・鈴木（マリーノ）
４０才以上
５０才以上
１位 木下・大塚（プリマドンナ）
１位 奥山・清水（ジャーミィズ）
２位 洲脇・河村（ウィッシュ）
２位 増井・近江（スルガウィングス）
３位 一条・平野（未来・CLEARS）
３位 大澤・中山（スルガウィングス）
４位 太田・永野（プリマドンナ）
４位 岩田・大石（ウィッシュ）
ABC 全国小学生バドミントン大会県予選
６月５日(日) 吉田町総合体育館
【６年女男子決勝トーナメント】 【６年女子決勝トーナメント】
【１･２年男子決勝トーナメント】
優勝辻 崇我（SBC ｽｸｰﾙ）
優勝荒井 茉奈加（富士中央）
優勝勝又 悠翔（富士山）
２位小澤 勇斗（伊東ﾜｰﾙﾄﾞ）
２位山下 瑠菜（藤枝）
２位山下 陸翔（岩松）
３位井出 祐次郎（富士山）
３位平岡 遥（伊東ﾜｰﾙﾄﾞ）
３位橋本 凜之介（NSY Fuji)
【５年男子決勝トーナメント】
【５年女子決勝トーナメント】
【１･２年女子決勝トーナメント】
優勝兼子 大輝（SBC ｽｸｰﾙ）
優勝石井 琴巳（伊東ﾜｰﾙﾄﾞ）
優勝長谷川 翼咲（広幡ﾊﾞﾄﾞｷｯｽﾞ）
２位吉川 晶太（どんぐり）
２位馬飼野 朱李（富士山）
２位石黒 唯菜（NSY Fuji)
３位丸山 雷真（羽球大井川）
３位緒方 彩月（伊東ﾜｰﾙﾄﾞ）
３位山崎 咲七（羽球大井川）
【４年男子決勝トーナメント】
【４年女子決勝トーナメント】
優勝勝又 翔哉（富士山）
優勝長谷川 幸咲（広幡ﾊﾞﾄﾞｷｯｽﾞ）
２位鶴岡 成々斗（伊東ワールド）２位竹田 紗良（藤枝）
３位本多 健留（富士中央）
３位"井原 理緒（広幡ﾊﾞﾄﾞｷｯｽﾞ）"
【３年男子決勝トーナメント】
【３年女子決勝トーナメント】
優勝梅原 歩志(富士山）
優勝三浦 璃子（SBC ｽｸｰﾙ）
２位藤原 豪己（どんぐり）
２位村越 七海（羽球大井川）
３位永野 日彩（広幡ﾊﾞﾄﾞｷｯｽﾞ） ３位吉川 琴心（どんぐり）
第２８回 東海小学生バドミントン大会県予選
平成 28 年 8 月 7 日（日）吉田町総合体育館
4 年生以下女子シングルス
5 年生以下男子ダブルス
6 年生以下男子シングルス
優勝長谷川幸咲(広幡)
優勝勝又・眞田(御殿場）
優勝小澤 勇斗(ワールド)
2 位井原 理緒(広幡)
2 位佐野・桒原（富士山）
2 位辻 崇我(SBC)
3
位松本 玲奈(富士山)
3
位佐藤桐・佐藤柚（富士山）
3 位遠藤 龍(富士山)
6
年生以下女子ダブルス
4 年生以下男子ダブルス
5 年生以下男子シングルス
優勝長田・梅原(富士山)
優勝勝又翔・勝又悠(富士山)
優勝吉川 晶太(どんぐり)
2 位平岡萌・平岡遥(ワールド)
2 位塩川・梅原(富士山)
2 位兼子 大輝(SBC)
3 位山下・柘植(富士山)
3 位泉・狩野(SBC)
3 位丸山 雷真(大井川)
5
年生以下女子ダブルス
6 年生以下女子シングルス
4 年生以下男子シングルス
優勝馬飼野・野村(富士山)
優勝荒井茉奈加(富士中央)
優勝鶴岡 成々斗(ワールド)
2 位服部・角田(富士山)
2 位村松 壱華(大井川)
2 位本多 健留(富士中央)
3 位大澤・山口(島田六合)
3 位坂本 奈央(広幡)
3 位山本 脩太(沼津)
4 年生以下女子ダブルス
5 年生以下女子シングルス
6 年生以下男子ダブルス
優勝竹田・北村 (藤枝)
優勝石井 琴巳(ワールド)
優勝勝又・松村(御殿場)
2 位柘植・有田(藤枝)
2 位緒方 彩月(ワールド)
2 位井出・上原(富士山)
3 位渡辺・三浦(SBC)
3 位夏賀 美羽(藤枝)
3 位富田・永野(広幡)
優勝者・代表者の写真は 5 ページに

