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第６７回全国高等学校バドミントン選手権大会
平成 28 年 8 月 8 日～8 月 12 日
ジップアリーナ岡山 他

第 51 号

【男子団体】 1 回戦伊東 1－3 奈良大学附属高校(奈良)
【女子団体】 1 回戦星陵 0－3 京都外大西高校(京都)
【男子ダブルス】 1 回戦 伊東(静岡) 横山迅・樽石郁弥 2-0 水川雅斗・野々村鴻 松江北(島根)
2 回戦 伊東(静岡) 横山迅・樽石郁弥 0-2 寺田真也・村井翔 作新学院(栃木)
伊東(静岡) 三枝智也・高嶋大和 1-2 小林悠人・大 慎 日本文理(新潟)
【男子シングルス】1 回戦 星陵(静岡) 松田蒼太 1-2 安部颯人 川崎総合科学(神奈川)
星陵(静岡) 小野田泰地 2-1 本田晃太 常総学院(茨城)
2 回戦 星陵(静岡) 小野田泰地 0-2 細山田真也 日章学園(宮崎)
【女子ダブルス】 1 回戦 星陵(静岡) 小野田菜都・住吉琴菜 2-1 四宮菜帆・岡田彩衣 城東(徳島)
星陵(静岡) 髙橋李歌・岩田美咲 0-2 淀千春・佐藤凪 西部台千葉(千葉)
2 回戦 星陵(静岡) 小野田菜都・住吉琴菜 0-2 仁平菜月・我妻咲弥富岡ふたば未来学園(福島)
【女子シングルス】1 回戦 星陵(静岡) 岩田美咲 2-0 田盛綾菜 安田女子(広島)
星陵(静岡) 髙橋 李歌 2-0 宮本 美優 川崎総合科学(神奈川)
2 回戦 星陵(静岡) 岩田 美咲 0-2 髙橋明日香 富岡ふたば未来学園(福島)
星陵(静岡) 髙橋 李歌 0-2 香山 未帆 倉敷中央(岡山)

第６３回東海高等学校総合体育大会バドミントン競技
平成 28 年 6 月 18 日(土)，19（日） 会場：岐阜県大垣市総合体育館
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第６４回静岡県高等学校総合体育大会バドミントン競技
平成 28 年 5 月 28 日（土）
磐田市総合体育館

優勝 三枝・高嶋（伊東）

優勝 松田蒼太（星陵）
2 位 小野田泰地（星陵）
3 位 鈴木悠真（浜名）
3 位 堀内将弘（科学技術）
女子ダブルス
男子学校対抗
2 位 星陵 3 位

優勝 伊東
富士見

女子学校対抗
2 位 常葉菊川

優勝 星陵
3位

加藤学園

優勝 髙橋・岩田（星陵）
2 位 小野田・住吉（星陵）
3 位 田辺・望月（富士見）
3 位 鬼束・杉本（加藤学園）
女子シングルス

優勝 岩田美咲（星陵）
2位
3位
3位

女子学校対抗の部
1 回戦常葉菊川 1-3 大垣西(岐阜 3)
加藤学園 1-3 高山西(岐阜 2)
2 回戦 星陵 2-3 名経大市邨(愛知 2)

髙橋李歌（星陵）
住吉琴菜（星陵）
髙栁美月（常葉菊川）

平成２８年度東海総合バドミントン選手権大会
平成 28 年 9 月 10 日、11 日
富士宮市民体育館

準優勝 栗下大毅・岩渕幸穂

平成 28 年度公認スポーツ指導者養成講習会「バドミントン競技」
今年の養成講習会は、7 月 16 日から 8 月 28 日までの短期間に 8 回の講習会
が行われました。講師は、静岡県バドミントン協会理事長の杉山敏充先生で、
受講生は 20 代前半から 70 代まで幅広い年代層の方が受講されました。
内容については盛沢山で、｢バドミントンの指導理論・トレーニング理論・
スポーツ心理学など｣を御教授頂きました。
受講生は講義内容を基に、ご自身の指導にあたる対象者に
合わせた、課題克服のためのトレーニング計画立て、実際に
指導に当たる際の実践指導方法なども、身をもって実践していました。
～受講生の声～
・小学校高学年で、身に着ける技術が大切だと知りました、特にタンブル大切ですね。
・部活の指導に、役立て生徒のレベル向上に役立てたいと思っています。
・初心者のバドミントン教室の人達に、どの様に教えたらよいか悩んでいましたが、
杉山先生のおかげで、明確に論理的に教え方が解りました。
・自分達のプレーにも非常に役に立ちました、ラギングバック、タンブル大切ですね。
・指導対象に合わせた、トレーニング計画を立てる事の重要性勉強になりました。
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男子ダブルス
2 位 横山・樽石（伊東）
3 位 松田・小野田（星陵）
3 位 宮下・植松（星陵）
男子シングルス

男子学校対抗の部
1 回戦星陵 3-0 津東(三重 3)
科学技術 1-3 暁(三重 2)
2 回戦星陵 3-2 岐阜北(岐阜 1)
伊東 3-2 愛工大名電(愛知 3)
準決勝星陵 1-3 岡崎城西(愛知 1)
伊東 2-3 名経大市邨(愛知 2)

山本秀和

広報委員会

大石恵司
TEL&FAX0545-61-6809
E-mail kenbatokouhou@gmail.com

ジュニア男子単
準優勝 小野田泰地

三位小野田泰地・稲葉達大
三位
一般男子複 ２回戦 細田・栗
1-2 武山・森田（愛知）
一般男子単 ２回戦 岸野 嵩志 0-2 近藤 拓未（愛知）
大野 裕茉 0-2 小髙 拓也（岐阜）
栗 佑貴
1-2 和田
周（愛知）
一般女子単 ２回戦 太田川真希 0-2 樋渡 仁見（愛知）
一般混合複 決勝 栗下・岩渕
0-2 後藤・山口（岐阜）
ジュニア男子複
準決勝 小野田・稲葉 0-2 村瀬・酒井（愛知）
大内・外木
1-2 中林・青山（愛知）
ジュニア男子単 決勝小野田泰地 1-2 中林 寛貴（愛知）
ジュニア女子複
３位決定戦 野田・住吉 2-0 栁瀬・日比（岐阜）
静岡選手の主な成績

野田彩夏・住吉琴菜

