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第 69 回静岡県中学校総合体育大会 

団体：平成 28 年 7 月 27 日～28 日 会場：富士宮市民体育館 

男子シングルス  準々決勝 

平岡 佑太（伊東門野）２-０荒井 秀介（星陵） 

海野 凌我（富士宮二）２-０吉本 皐龍（富士根南） 

髙栁 大輔（星陵）  ２-０小林 怜（富士宮四） 

福田 陸大（伊東門野）２-０坂本 良太（島田一） 

準決勝 平岡 佑太  ２-０海野 凌我 

福田 陸大  ２-１髙栁 大輔 

決 勝 平岡 佑太  ２-０福田 陸大 

３位決定戦 髙栁 大輔２-０海野 凌我 

 

 

 

 

 

 

 

 

男子ダブルス 準々決勝 

土井・竹田（富士宮四）２-０篠原・野村（富士宮二） 

三好・小川（伊東門野）２-０紅林・鈴木（伊東門野） 

影山・早川（星陵）  ２-０矢崎・佐野（富士宮四） 

渡邉・森（富士宮四） ２-０廣野・三戸（富士宮四） 

準決勝 土井・竹田  ２-０三好・小川 

影山・早川  ２-０渡邉・森 

決 勝 土井・竹田  ２-１影山・早川 

３位決定戦 三好・小川２-０渡邉・森 

女子団体  準決勝 

伊東南 ２-０富士宮四 

常葉菊川２-０伊東門野 

決勝 常葉菊川２-１伊東南 

女子シングルス  準々決勝 

三好 蒼（伊東南）   ２-０石黒 愛莉（星陵） 

鈴木 彩也花（焼津大村）２-１藤浦 あい子(牧之原榛原) 

佐野 智咲（富士宮二） ２-０原 玲（富士宮四） 

井上 七海（伊東南）  ２-１内野 恵加（常葉菊川） 

準決勝 三好 蒼    ２-０鈴木 彩也花 

井上 七海   ２-０佐野 智咲 

決 勝 三好 蒼    ２-０井上 七海 

３位決定戦 鈴木 彩也花２-１佐野 智咲 

 

 

 

 

 

 

 

 

女子ダブルス 準々決勝 

石上・鈴木（常葉菊川）２-０鶴岡・鈴木（伊東門野） 

秋山・下谷（常葉菊川）２-０橋口・石川（富士根南） 

清水・清水（藤枝広幡）２-０杉本・長谷（伊東南） 

内田・深津（藤枝広幡）２-０大塚・中島（藤枝広幡） 

準決勝 石上・鈴木  ２-０秋山・下谷 

内田・深津  ２-０清水・清水 

決 勝 石上・鈴木  ２-０内田・深津 

３位決定戦 清水・清水２-１秋山・下谷 

第 46 回 全国中学校バドミントン大会 

平成 28 年 8 月 17 日～20 日 石川県金沢市 金沢市総合体育館 

第 38 回 東海中学校総合体育大会 バドミントンの部 

平成 28 年 8 月 9 日～10 日愛知県大府市 大府市民体育館 

男子シングルス １回戦 

福田陸大（伊東門野） ２-０中西貫太（玉城中） 

髙栁大輔（星陵） ２-０大西成（小俣中） 

赤塚俊斗（倉田山） ２-０海野凌我（富士宮二） 

平岡佑太（伊東門野） ２-０名田愼二郎（三重大付属） 

２回戦 李 正（大府） ２-０福田陸大 

高木 駿（不破） ２-０髙栁 大輔 

平岡佑太 ２-０後藤弓人（大垣北） 

準決勝 夏目朱理（名経大市邨） ２-０平岡佑太 

３位決定戦 高木駿 ２-１平岡佑太 

男子団体 富士宮四 ３-０倉田山（三重） 

伊東門野 ３-０那加（岐阜） 

準決勝  名経大市邨 ２-１富士宮四 

伊東門野 ２-１小俣（三重） 

決 勝  名経大市邨 ２-１伊東門野 

☆伊東門野中全国大会出場 

男子団体  

１回戦 伊東門野３-０香長（高知） 

２回戦 生目南（宮崎）２-１伊東門野 

男子ダブルス 

２回戦 土井 大和・竹田 侑司２-０加藤 恵・藤田 直己（埼玉 武里） 

３回戦 樋口 稜馬・小川 航汰（宮崎 生目南）２-０土井 大和・竹田 侑司 

女子ダブルス 

２回戦 馬場 姫菜・中西 美月（高松 国分寺）２-０石上 瑠奈・鈴木 愛実 

女子シングルス １回戦 

奥村 友梨（那加）２-０鈴木 彩也花 

高橋 咲妃（不破）２-０井上 七海 

三輪 音巴（江並）２-１三好 蒼 

木村 百伽（岐南）２-０佐野 智咲 

女子ダブルス １回戦 

内田・深津 ２-０仙田・和田（玉城） 

園田・小川（大垣北） ２-０清水・清水 

石上・鈴木 ２-０中村・田中（不破） 

大橋・澤（大垣北） ２-０秋・山・下谷 

２回戦 佐藤・中山２-０内田・深津 

石上・鈴木 ２-０加藤・小林（大府北） 

準決勝 山本・山本（大府）２-０石上・鈴木 

３位決定戦 石上・鈴木２-１園田・小川（大垣北） 

☆全国大会出場 

男子ダブルス １回戦 

余吾・中村(名経大市邨) ２-１渡邉・森  

土井・竹田 ２-０服部・石谷（名経大市邨） 

影山・早川 ２-０吉田・吉田（鶴城） 

河辺・志賀(名経大市邨) ２-０三好・小川  

２回戦 土井・竹田 ２-０柳瀬・杉原（星和） 

浜野・糀谷（小俣） ２-０影山・早川 

準決勝 土井・竹田 ２-０余吾・中村（名経大市邨） 

決 勝 土井・竹田 ２-０浜野・糀谷（小俣） 

★ 東海大会優勝☆全国大会出場 

男子団体  準決勝 

伊東門野２-０富士宮二 

富士宮四２-０星陵 

決勝 富士宮四２-１伊東門野 

女子団体 大垣北(岐阜) ３-０伊東南 

常葉菊川  ２-１大府北（愛知） 

準決勝  倉田山（三重） ２-１常葉菊川 

第２８回 東海小学生バドミントン大会県予選 優勝者 

男子シングルス 6 年生以下 小澤 勇斗(ワールド) 

5 年生以下 吉川 晶太(どんぐり) 

4 年生以下 鶴岡 成々斗(ワールド) 

男子ダブルス  6 年生以下 勝又・松村(御殿場) 

5 年生以下 勝又・眞田(御殿場） 

4 年生以下 勝又翔・勝又悠(富士山) 

女子シングルス 6 年生以下 荒井茉奈加(富士中央) 

5 年生以下 石井 琴巳(ワールド) 

4 年生以下 長谷川幸咲(広幡) 

女子ダブルス  6 年生以下 長田・梅原(富士山) 

5 年生以下 馬飼野・野村(富士山) 

4 年生以下 竹田・北村 (藤枝) 

静岡県小学生ダブルス大会  H28.6.25 沼津市民体育館 

6 年生以下男子ダブルス 

優勝勝又・松村（御殿場） 

2 位井出・遠藤(富士山） 

3 位富田・永野（広幡） 

5 年生以下男子ダブルス 

優勝吉川・山本（どんぐり） 

2 位勝又・眞田（御殿場） 

3 位佐野・佐藤（富士山） 

4 年生以下男子ダブルス 

優勝勝又・勝又（富士山） 

2 位山本・羽切（沼津） 

3 位塩川・梅原（富士山） 

3 年生以下男子ダブルス 

優勝山﨑・山下（岩松） 

2 位中村・浅井（吉田） 

3 位赤池・橋本（NSY） 

6 年生以下女子ダブルス 

優勝長田・梅原（富士山） 

2 位平岡・平岡（ワールド） 

3 位山下・柘植（藤枝） 

5 年生以下女子ダブルス 

優勝馬飼野・野村（富士山） 

2 位石井・緒方（ワールド） 

3 位大澤・山口（島田六合） 

4 年生以下女子ダブルス 

優勝長谷川・井原（広幡） 

2 位柘植・有田（藤枝） 

3 位渡辺・三浦（SBC） 

3 年生以下女子ダブルス 

優勝酒巻・町田（岩松） 

2 位中野・伊藤（NSY） 

3 位石黒・村井（NSY） 
ABC 全国小学生バドミントン大会県予選 

A 代表 辻 崇我（SBC ｽｸｰﾙ） 

B 代表 勝又 翔哉（富士山） 

C 代表 勝又 悠翔（富士山） 

A 代表 荒井 茉奈加（富士中央） 

B 代表 長谷川 幸咲（広幡ﾊﾞﾄﾞｷｯｽﾞ） 

C 代表 長谷川 翼咲（広幡ﾊﾞﾄﾞｷｯｽﾞ） 


