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第 7 回 静岡県中学生バドミントン新人大会
平成 28 年 10 月 15・16 日
富士川体育館
男子シングルス
髙栁 大輔（星陵）
２-０ 野鶴 久晴（御殿場）
荒井 秀介（星陵）
２-０ 藤原 壮汰（浜松新津）
海野 凌我（富士宮二） ２-０ 米原 拓海（静岡梅ヶ島）
森 遼太（富士宮四） ２-０ 鈴木 翔琉（星陵）
準決勝 髙栁 大輔
２-０ 荒井 秀介
森 遼太
２-０ 海野 凌我
決勝 髙栁 大輔
２-０ 森 遼太
3 位決定戦 海野 凌我
２-０ 荒井 秀介
女子シングルス
鈴木 彩也花（焼津大村） ２-０ 遠藤 朋佳（富士岩松）
石黒 愛莉（星陵）
２-０ 岩本 夏林（富士南）
内田 真緒（藤枝広幡） ２-０ 石川 星奈（富士根南）
三好 蒼（伊東南）
２-０ 小林 美朝（藤枝高洲）
準決勝 鈴木 彩也花
２-１ 石黒 愛莉
三好 蒼
２-０ 内田 真緒
決勝 鈴木 彩也花
２-０ 三好 蒼
3 位決定戦 内田 真緒 ２-０ 石黒 愛莉
男子ダブルス
影山・早川（星陵）
２-０ 高橋・大橋（沼津浮島）
石川・白水（富士根南） ２-０ 渡邉 空・後藤（富士宮四）
野村・塩川（富士宮二） ２-０ 植松・横山（星陵）
渡邉 光・佐野（富士宮四）２-０小島・鈴木（富士根南）
準決勝 影山・早川
２-０ 石川・白水
渡邉 光・佐野
２-０ 野村・塩川
決勝 影山・早川
２-０ 渡邉 光・佐野
3 位決定戦 石川・白水 ２-０ 野村・塩川
女子ダブルス
内田・深津（藤枝広幡） ２-０ 大竹・大竹（富士田子浦）
長谷・小澤（伊東南） ２-０ 川島・中島（藤枝広幡）
秋山・鈴木（常葉菊川） ２-１ 鈴木・宮下（伊東門野）
清水・大塚（藤枝広幡） ２-０ 佐野・望月（富士宮四）
準決勝 内田・深津
２-０ 長谷・小澤
清水・大塚
２-０ 秋山・鈴木
決勝 内田・深津
２-１ 清水・大塚
3 位決定戦 秋山・鈴木 ２-０ 長谷・小澤
新人男子シングルス
西尾 了輔(伊東門野) ２-１ 澤登 柊(浮島)
川合 惟斗(静岡東)
２-０ 伊東 将弥(熱海泉)
井上 拓己(静岡東)
２-１ 秋山 弘毅(暁秀)
内永 聖哉(伊東門野) ２-０ 木村 尚暉(浮島)
準決勝 西尾 了輔
２-０ 川合 惟斗
井上 拓己
２-０ 内永 聖哉
決勝 井上 拓己
２-０ 西尾 了輔
新人女子シングルス
由比藤 貴良理（大河内） ２-０
小泉 和香奈（梅ヶ島） ２-０
前田 まりん（服織） ２-０
仲野 由瀬（大河内） ２-０
準決勝 小泉 和香奈
２-０
仲野 由瀬
２-０
決勝 小泉 和香奈
２-０

佐野 那月（富士宮二）
山田 祐華（豊田）
相山 未華（藤枝大洲）
永田 真里和（梅ヶ島）
由比藤 貴良理
前田 まりん
仲野 由瀬

第２０回東海小学生バドミントン大会（団体戦）静岡県予選
平成 28 年 12 月 11 日 ・富士フイルム体育館

男子シングルス

女子シングルス

ベスト４

富士山バドミントンが男女アベック優勝

ベスト４

第２８回東海小学生バドミントン選手権大会（個人戦）
平成 28 年 10 月 9 日 三重交通 G スポーツの杜伊勢体育館

男子ダブルス

ベスト４

４年生以下男子ダブルス
優勝 勝又翔哉・勝又悠翔（富士山バドミントン）
3 位 塩川真輝・梅原歩志（富士山バドミントン）

女子ダブルス

ベスト４

４年生以下男子シングルス
準優勝 鶴岡成々斗(伊東ﾜｰﾙﾄﾞ)

６年生以下男子シングルス
小澤勇斗（伊東ワールド） 2 回戦敗退
辻 崇我（SBC スクール） 2 回戦敗退
６年生以下男子ダブルス
勝又・松村（御殿場 Jr） 2 回戦敗退
富田・永田（広幡バド） 2 回戦敗退
井出・上原（富士山） 2 回戦敗退
５年生以下男子シングルス
兼子大輝（SBC スクール） 2 回戦敗退
吉川晶太（どんぐり Jr） 2 回戦敗退
４年生以下男子ダブルス
泉・狩野（SBC スクール） 2 回戦敗退
６年生以下女子シングルス
荒井茉奈加（富士中央）ベスト４
６年生以下女子ダブルス
長田・梅原（富士山） 2 回戦敗退
４年生以下女子シングルス
長谷川幸咲（広幡バド）ベスト４
４年生以下女子ダブルス
竹田・北村（藤枝 Jr） 2 回戦敗退

５年生以下女子シングルス
3 位 石井琴巳(伊東ﾜｰﾙﾄﾞ)

第２５回全国小学生バドミントン選手権大会
平成 28 年 12 月 23 日（金）～27 日（火） 滋賀県立体育館・滋賀県守山市民体育館
新人男子シングルス

ベスト４

男女団体戦 １回戦敗退
４年生以下男子ダブルス

優勝 勝又翔哉・勝又悠翔（富士山バドミントン）

新人女子シングルス

ベスト４

塩川真輝・梅原歩志（富士山バドミントン） １回戦敗退
４年生以下男子シングルス
準優勝 鶴岡成々斗（伊東ワールド） 体調不良でキケン
５年生以下女子シングルス 石井琴巳（伊東ワールド） ２回戦敗退
※個人戦出場の選手は東海大会で３位以内に入っている選手です。

