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第６８回全国高等学校バドミントン選手権大会
第６ 回全国高等学校バドミントン選手権大会
平成 29 年 7 月 30 日～8
日～ 月 3 日
新庄市体育館
1 回戦
2 回戦
【女子団体】
1 回戦
【男子ダブルス】 1 回戦
1 回戦
【男子シングルス】1 回戦
1 回戦
【女子ダブルス】 1 回戦
2 回戦
3 回戦
4 回戦
【女子シングルス】1 回戦
2 回戦
【男子団体】

他

星陵 3－2
2 秋田工(秋田
秋田)
星陵 0－3
3 高岡第一(富山
富山)
常葉大菊川 0－3 富山国際大付属(富山
富山国際大付属 富山)
富士見(静岡
静岡) 土井大和・竹田侑司 0-2 岩本・林 広島城北(広島)
広島城北
伊東(静岡
静岡) 高嶋大和
大和・稲葉琢人
琢人 0-2 木田・島田 高岡第一(富山)
高岡第一
富士見(静岡
静岡) 平岡佑太 1-2 渡邉一輝 桐生市立商
生市立商(群馬)
富士見(静岡
静岡) 土井大和 0-2 片岡 成 高知商(高知)
高知商
加藤学園
加藤学園(静岡) 鬼束佳奈・杉本英未 0-2 黒岩・青木 土佐女子(高知
土佐女子 高知)
星陵(静岡
静岡) 野田彩夏・住吉琴菜
野田彩夏
琴菜 2-1 溝口・武藤 法政大学第二(神奈川
法政大学第二 神奈川)
星陵(静岡
静岡) 野田彩夏・住吉琴菜 2-1 赤坂・山内 青森山田(青森)
青森山田
星陵(静岡
静岡) 野田彩夏・住吉琴菜 0-2 平野・小西 九州国際大学付属(福岡
九州国際大
福岡)
星陵(静岡
静岡) 住吉琴菜 1-2 花輪祥子 山形西(山形
山形)
星陵(静岡
静岡) 野田彩夏 0-2 小野梨花 桐生市立商
生市立商(群馬)
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第 65 回静岡県高等学校総合体育大会バドミントン競技
平成 29 年 5 月 20 日 21 日 27 日 28 日
磐田市総合体育館 浜松アリーナ

男子学校対抗
優勝 星陵
2 位 富士見
3 位 伊東

第６４回東海高等学校総合体育大会バドミントン競技
第
回東海高等学校総合体育大会バドミントン競技

女子学校対抗
優勝 常葉大菊川
常葉

平成 29 年 6 月 17 日（土）18（日）
日
（日）
三重県営サンアリーナ
男子学校対抗の部
３位 星陵

2 位 加藤学園
3 位 星陵

平成 29 年度
年度公認スポーツ
公認スポーツ上級
上級指導者・指導者
・指導者養成講習会「
養成講習会「バドミントン競技」
養成講習会「バドミントン競技
」
今年度の養成講習会は
養成講習会は、7
養成講習会は 月 17 日
日から 8 月 277 日までの短期
までの短期間に 8 回の指導者講習会が行われ
回の
講習会が行われ
講習会が行われ、さら
に 9 月 2 日、
日、16 日、23
23 日、24 日の 4 日間で、上級講習会が行われました
日間で、上級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
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
先生で、指導者講習会の
指導者講習会の受講生は
受講生は 20 代前半か
ら 60 代まで幅広い年代層の方が受講されました。
代まで幅広い年代層の方が受講されました。また、有資格の
有資格の方が、自己研鑽の為に指導理論や
方が、自己研鑽の為に指導理論や
指導技術の向上を測っていました。
指導技術の向上を測っていました。内容は、｢バドミントンの指導理論
・スポー
バドミントンの指導理論 トレーニング理論・
バドミントンの指導理論・トレーニング理論
・バドミントンの歴史など｣を御教授頂きました。
を御教授頂きました。
ツ心理学・バドミントンの歴史
ツ心理学・バドミントンの歴史など
受講生は講義内容を基に、ご自身の指導対象者に合わせた、課題克服のためのトレーニング計画立
て、実践指導方法なども、身をもって体感
て、実践指導方法なども、身をもって体感
実践指導方法なども、身をもって体感していました。
していました。
上級講習会は、
上級講習会は、技術的ディマインドとして数多くのヒッティング技術のトレーニング方法、戦術ディマインド
技術的ディマインドとして数多くのヒッティング技術のトレーニング方法、戦術ディマインド
は試合における戦術論を複数の項目に分けて御教授頂きました
は試合における戦術論を複数の項目に分けて御教授頂きました。さらに、ゲーム分析からそれに基づくトレーニ
。さらに、ゲーム分析からそれに基づくトレーニ
ングプログラムの作成など内容が豊富で、受講生の皆様が、
ングプログラムの作成など内容が豊富で、受講生の皆様が、必死に自分の物にしようとする姿が見られました。
必死に自分の物にしようとする姿が見られました。

～受講生の声～
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平成２９年度東海総合バドミントン選手権大会
平成２９年度東海総合バドミントン選手権大会
10 日 ウイングアリーナ刈谷
平成 29 年 9 月 9 日、10

ジュニア男子シングルス

優勝

・小学校高学年
・小学校高学年（ゴールデン・エイジ）
（ゴールデン・エイジ）で、身に着ける技術が大切だと知りました
で、身に着ける技術が大切だと知りました 特にラ
で、身に着ける技術が大切だと知りました。特に
ラギングバック、タ
タンブル
・上級指導者を受けるのはまだ早いとも思い
ましたが、戦術がメインと言う事だったので
思い切って受けて
思い切って受けて、本当に良かったです。講
習会で色々な繋がりを作らせて頂き、また戦
術がメインだったので座学も実技練習も本
当に楽しくあっという間の 4 日間でした。
今回学んだ事を活かして、子供達にしっかり
と伝えてさらなる飛躍をさせてあげ
と伝えてさらなる飛躍をさせてあげたいと
思います。
・指導対象に合わせた、
・指導対象に合わせた、トレーニング計画を立てる事
トレーニング計画を立てる事
の重要性に気づかされました
の
気づかされました。
気づかされました

男子ダブルス
優勝 高嶋・稲葉
・稲葉（伊東）
2 位 土井・竹田（富士見
土井・竹田（富士見）
3 位 市川・平岡（富士見
市川・平岡（富士見）
3 位 稲葉・小野田
稲葉・小野田（星陵）
男子シングルス
優勝 平岡佑太（富士見
平岡佑太（富士見）
2 位 土井大和（富士見
土井大和（富士見）
3 位 稲葉琢人（伊東
稲葉琢人（伊東）
3 位 大内海渡（星陵
大内海渡（星陵）
女子ダブルス
優勝 野田・住吉
野田・住吉（星陵）
2 位 鬼束・杉本（加藤学園）
3 位 髙栁・村田（常葉大菊川）
3 位 石上・鈴木（常葉大菊川）
女子シングルス
優勝 野田彩夏（星陵）
（星陵）
2 位 住吉琴菜（星陵）
住吉琴菜（星陵）
）
3 位 鈴木愛実（常葉大菊川
鈴木愛実 常葉大菊川）
菊川）
3 位 髙栁美月（常葉
髙栁美月（常葉大菊川）

一般男子単 ２回戦 岸野 嵩志 0-2 小髙拓也（岐阜）
（岐阜）
大野 裕茉 1-2 浦井唯行
浦井唯行（岐阜）
0-2 近藤拓
（愛知）
栗 佑貴
近藤拓未（愛知）
真希 0-2 二村
（愛知）
一般女子単 ２回戦 太田川真希
二村ひとみ（愛知）
（愛知）
一般混合複 準決勝
決勝 栗下・岩渕 0-2 森田・園田
森田・園田（愛知）
ジュニア男子複 三位決定戦 土井・竹田
2-0 稲葉・山内
稲葉
小野田泰地
ジュニア男子単 決勝
泰地
2-1 矢形健太郎（三重
矢形健太郎 三重）
三位決定戦 平岡佑太
1-2 中林寛貴
ジュニア女子複 三
三位決定戦 鬼束・杉本
0-2 川瀬・大迫（岐阜）
川瀬・大迫（岐阜）
ジュニア女子単 三位決定戦 住吉琴菜
0-2 水野会理（岐阜）
水野会理（岐阜）
静岡選手の主な成績

