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中学校に部活をと、働きかけています。

その中で、去年の９月よりバドミントン・バレー

ボールの２種目を富士見高校にて月１回体育協会

主催のスポーツ塾を実施しております。バドミン

トンは早房先生の指導

行っております。富士市のジュニアのレベルも少

しずつ上がってきております。“中学校にバドミ

ントン部を”を合言葉にこれから頑張っていくつ

もりです。

皆様方の良いご意見、ご指導を今後ともよろしく

お願い申し上げます。
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中学生になったとき、活動のできるバドミントン部が富士市内

にはなく、高校生になるまで、バドミントンができないという
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後、1972

ックにオープン競技

競技としてのバドミントンの知名度を上げてい

き次のモントリオール大会から正式競技になる

との観測があったが国際バドミントン連盟の分

裂により立ち消えになってしまった。
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バドミントンの歴史

 

静岡県バドミントン

副理事長

月日が経つのも早いもので前回の寄稿から

の歳月が流れた。現在も若者（時には孫年代）

たちに迷惑をかけながら週 2

来ることは本当に幸せでありまことにありがた

い。健康に、また、練習に参加させていただい

ている諸団体の皆さんに感謝している毎日であ

る。前回は、自己紹介を兼ねて生涯スポーツバ

ドミントンとの付き合いを紹介したが、今回は、

バドミントンの歴史について少しふれてみた

い。皆さんご存知のこととは思うが、バドミン

トンの発祥の地はイギリスとの説が一般的で、

インドのプーナを本国に伝えたイギリス人兵士

1860 年～1870

終わりから明治時代初頭）に誕生したとされて

年（明治 26 年）にはイギリスにバ

ドミントン協会が設立。日本では内閣総理大臣

が伊藤博文、翌年は日清戦争の始まった頃であ

1899 年（明治 32

間電話開通））ロンドンで第

が開催、その後、カナダ、デンマーク、オラン

ダ、フランスに次々とバドミントン協会が設立、

年）ついに世界バドミントン連

盟が誕生したのである。前年にはドイツでアド

ルフ・ヒトラー政権が誕生し、日本も含めて戦

争色が次第に濃くなっていく時代である。その

年（昭和 47 年）ミュンヘンオリンピ

ックにオープン競技としてデビューし世界的な

競技としてのバドミントンの知名度を上げてい

き次のモントリオール大会から正式競技になる

との観測があったが国際バドミントン連盟の分

裂により立ち消えになってしまった。

しまった！既に文字数オーバー、またの機会が

あれば続きにふれてみたい。

今回は、３６名の参加者があり、募集定員を大幅に上回るものでした。この塾は、富士市体育協会の委託

を受け富士市バドミントン協会が主管して開催されています。小学生でバドミントンを覚えたいという子供

ジュニアバドミントンクラブ

バドミントンの歴史

（Part 1） 

静岡県バドミントン

副理事長 宮原和臣

月日が経つのも早いもので前回の寄稿から

の歳月が流れた。現在も若者（時には孫年代）

2 回程度の練習が出

来ることは本当に幸せでありまことにありがた

い。健康に、また、練習に参加させていただい

ている諸団体の皆さんに感謝している毎日であ

る。前回は、自己紹介を兼ねて生涯スポーツバ

ドミントンとの付き合いを紹介したが、今回は、

バドミントンの歴史について少しふれてみた

い。皆さんご存知のこととは思うが、バドミン

トンの発祥の地はイギリスとの説が一般的で、

インドのプーナを本国に伝えたイギリス人兵士

1870 年（江戸時代の

終わりから明治時代初頭）に誕生したとされて

）にはイギリスにバ

ドミントン協会が設立。日本では内閣総理大臣

が伊藤博文、翌年は日清戦争の始まった頃であ

32 年（東京―大阪

間電話開通））ロンドンで第 1 回全英オープン

が開催、その後、カナダ、デンマーク、オラン

ダ、フランスに次々とバドミントン協会が設立、

年）ついに世界バドミントン連

盟が誕生したのである。前年にはドイツでアド

ルフ・ヒトラー政権が誕生し、日本も含めて戦

争色が次第に濃くなっていく時代である。その

年）ミュンヘンオリンピ

としてデビューし世界的な

競技としてのバドミントンの知名度を上げてい

き次のモントリオール大会から正式競技になる

との観測があったが国際バドミントン連盟の分

裂により立ち消えになってしまった。 

しまった！既に文字数オーバー、またの機会が

あれば続きにふれてみたい。 

今回は、３６名の参加者があり、募集定員を大幅に上回るものでした。この塾は、富士市体育協会の委託

を受け富士市バドミントン協会が主管して開催されています。小学生でバドミントンを覚えたいという子供

ジュニアバドミントンクラブ、富士市

バドミントンの歴史 

 

静岡県バドミントン協会 

宮原和臣 

月日が経つのも早いもので前回の寄稿から 2 年

の歳月が流れた。現在も若者（時には孫年代）

回程度の練習が出

来ることは本当に幸せでありまことにありがた

い。健康に、また、練習に参加させていただい

ている諸団体の皆さんに感謝している毎日であ

る。前回は、自己紹介を兼ねて生涯スポーツバ

ドミントンとの付き合いを紹介したが、今回は、

バドミントンの歴史について少しふれてみた

い。皆さんご存知のこととは思うが、バドミン

トンの発祥の地はイギリスとの説が一般的で、

インドのプーナを本国に伝えたイギリス人兵士

年（江戸時代の

終わりから明治時代初頭）に誕生したとされて

）にはイギリスにバ

ドミントン協会が設立。日本では内閣総理大臣

が伊藤博文、翌年は日清戦争の始まった頃であ

年（東京―大阪

回全英オープン

が開催、その後、カナダ、デンマーク、オラン

ダ、フランスに次々とバドミントン協会が設立、

年）ついに世界バドミントン連

盟が誕生したのである。前年にはドイツでアド

ルフ・ヒトラー政権が誕生し、日本も含めて戦

争色が次第に濃くなっていく時代である。その

年）ミュンヘンオリンピ

としてデビューし世界的な

競技としてのバドミントンの知名度を上げてい

き次のモントリオール大会から正式競技になる

との観測があったが国際バドミントン連盟の分

しまった！既に文字数オーバー、またの機会が

今回は、３６名の参加者があり、募集定員を大幅に上回るものでした。この塾は、富士市体育協会の委託

を受け富士市バドミントン協会が主管して開催されています。小学生でバドミントンを覚えたいという子供

、富士市バドミ

  

 

  

6 年男子ダブルス

5 年男子ダブルス

4 年男子ダブルス

6 年男子シングルス

5 年男子シングルス

4 年男子シングルス

6 年女子ダブルス

5 年女子ダブルス

4 年女子ダブルス

6 年女子シングルス

5 年女子シングルス

4 年女子シングルス

 

 

 

  

6年男子

5年男子

4年男子

3年男子

1・2年男子

6年女子

5年女子

4年女子

3年女子

1・2年女子

クラス代表

男子 A

男子 B

男子 C

女子 A

女子 B

女子 C

 

第１８回

第２９回

飛躍する、プレーヤーを応援

年男子ダブルス 

年男子ダブルス 

年男子ダブルス 

年男子シングルス

年男子シングルス

年男子シングルス

年女子ダブルス 

年女子ダブルス 

年女子ダブルス 

年女子シングルス

年女子シングルス

年女子シングルス

年男子 兼子大輝

年男子 勝又翔哉

年男子 梅原歩志

年男子 山下陸翔

年男子 柘植太壱

年女子 石井琴巳

年女子 長谷川

年女子 三浦璃子

年女子 天野祐希

年女子 長谷川

クラス代表 

A 勝又翔哉

B 梅原歩志

C 柘植太壱

A 長谷川幸咲

B 三浦璃子

C 長谷川翼咲

第１８回 全国小学生ＡＢＣバドミントン大会

第２９回 東海小学生バドミントン大会

飛躍する、プレーヤーを応援

 眞田・田代

 勝又翔・勝又悠

 長谷部・滝井

年男子シングルス 兼子 大輝

年男子シングルス 鶴岡 成々斗

年男子シングルス 藤原 豪己

 馬飼野・野村

 井原・大畑

 大村・西野

年女子シングルス 石井 琴巳

年女子シングルス 長谷川

年女子シングルス 三浦 璃子

兼子大輝 

勝又翔哉 

梅原歩志 

山下陸翔 

柘植太壱 

石井琴巳 

長谷川 幸咲 

三浦璃子 

天野祐希 

長谷川 翼咲 

勝又翔哉 富士山バドミントン

梅原歩志 富士山バドミントン

柘植太壱 藤枝ジュニア

長谷川幸咲 広幡バドキッズ

三浦璃子 SBC スクール

長谷川翼咲 広幡バドキッズ

全国小学生ＡＢＣバドミントン大会

東海小学生バドミントン大会

飛躍する、プレーヤーを応援

優勝

眞田・田代 御殿場ジュニア

勝又翔・勝又悠 富士山バドクラブ

長谷部・滝井 藤枝ジュニア

大輝 SBC

成々斗 伊東ワールド

豪己 どんぐりジュニア

馬飼野・野村 富士山バドクラブ

井原・大畑 広幡バドキッズ

大村・西野 広幡バドキッズ

琴巳 伊東ワールド

 幸咲 広幡バドキッズ

璃子 SBC

優勝 

SBC スクール

富士山バドミントン

富士山バドミントン

岩松ジュニア

藤枝ジュニア

伊東ワールド

広幡バドキッズ

SBC スクール

広幡バドキッズ

広幡バドキッズ

富士山バドミントン

富士山バドミントン

藤枝ジュニア 

広幡バドキッズ 

スクール 

広幡バドキッズ 

全国小学生ＡＢＣバドミントン大会

平成

東海小学生バドミントン大会

飛躍する、プレーヤーを応援!! 

優勝 

御殿場ジュニア

富士山バドクラブ

藤枝ジュニア

SBC スクール

伊東ワールド

どんぐりジュニア

富士山バドクラブ

広幡バドキッズ

広幡バドキッズ

伊東ワールド

広幡バドキッズ

SBC スクール

スクール 

富士山バドミントン

富士山バドミントン

岩松ジュニア 

藤枝ジュニア 

伊東ワールド 

広幡バドキッズ 

スクール 

広幡バドキッズ 

広幡バドキッズ 

富士山バドミントン 

富士山バドミントン 

全国小学生ＡＢＣバドミントン大会

平成 29 年 6

東海小学生バドミントン大会 静岡県予選

平成 29

御殿場ジュニア 後藤・加藤

富士山バドクラブ 塩川・梅原

藤枝ジュニア 中村・大石

スクール 勝又

伊東ワールド 山本

どんぐりジュニア 勝又

富士山バドクラブ 服部・角田

広幡バドキッズ 竹田・北村

広幡バドキッズ 酒巻・町田

伊東ワールド 緒方

広幡バドキッズ 渡辺

スクール 村越

吉川晶太

富士山バドミントン 山本脩太

富士山バドミントン 藤原豪己

橋本 

剱持 

馬飼野

井原理緒

村越七海

石黒唯菜

良知 

全国小学生ＡＢＣバドミントン大会 静岡県予選

6月 4日（日）

静岡県予選 

29 年 8 月 5日（土）

後藤・加藤 

塩川・梅原 

中村・大石 

勝又 継心 

山本 脩太 

勝又 櫻介 

服部・角田 

竹田・北村 

酒巻・町田 

緒方 彩月 

渡辺 希美 

村越 七海 

吉川晶太 

山本脩太 

藤原豪己 

 凜之介 

 蓮 

馬飼野 朱李 

井原理緒 

村越七海 

石黒唯菜 

 さあや 

静岡県予選 

日（日） 会場吉田町総合体育館

 

日（土）  

準優勝 

岩松ジュニア

富士山バドクラブ

吉田バドミントン

御殿場ジュニア

沼津ジュニア

御殿場ジュニア

富士山バドクラブ

藤枝ジュニア

岩松ジュニア

伊東ワールド

SBC スクール

羽球友の会大井川Ｊｒ

準優勝 

どんぐりジュニア

沼津ジュニア

どんぐりジュニア

NSY Fuji

SBC スクール

富士山バドミントン

広幡バドキッズ

羽球大井川

NSY Fuji

広幡バドキッズ

会場吉田町総合体育館

  沼津市民体育館

（7）

岩松ジュニア 

富士山バドクラブ 

吉田バドミントン 

御殿場ジュニア 

沼津ジュニア 

御殿場ジュニア 

富士山バドクラブ 

藤枝ジュニア 

岩松ジュニア 

伊東ワールド 

スクール 

羽球友の会大井川Ｊｒ 

どんぐりジュニア 

沼津ジュニア 

どんぐりジュニア 

Fuji 

スクール 

富士山バドミントン

広幡バドキッズ 

羽球大井川 Jr 

Fuji 

広幡バドキッズ 

会場吉田町総合体育館 

沼津市民体育館 

） 

 

 

 

富士山バドミントン 


