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静岡県高等学校新人大会バドミントン競技
平成 29 年 10 月 28
28・29 日 11 月 4 日

2 年男子ダブルス
男子ダブルス
優勝 稲葉・山内
・山内
２位 平岡・土井
３位 竹田・渡邉
３位 野田・福田

伊東
富士見
富士見
伊東

このはなアリーナ・ローズアリーナ

2 年男子シングルス
年男子シングルス
優勝 小野田秦地 星陵
２位 土井 大和 富士見
３位 平岡 佑太 富士見
３位 野田 光紀 伊東

1 年男子ダブルス
男子ダブルス
優勝 加賀美・紅林 浜名
２位 坂井・河西 吉原工
３位 河西・鈴木 浜名
３位 日野・増井 浜名

1 年男子シングルス
年男子シングルス
優勝 河西 聖矢 吉原工
２位 柴田 真登 榛原
３位 大屋 一馬 天竜
３位 増井 瑞希 浜名

2 年女子ダブルス
子ダブルス
優勝 石上・鈴木
２位 鬼束・杉本
３位 今井・
・大川
３位 鈴木・渡辺

2 年女子シングルス
年女子シングルス
優勝 住吉 琴菜 星陵
２位 鬼束 佳奈 加藤学園
３位 石上 瑠奈 常葉大
大菊川
３位 西山 愛莉 常葉大
大菊川

常葉大菊川
常葉
加藤学園
加藤学園
浜名聖星

1 年女子ダブルス
子ダブルス
優勝 西尾・高田 熱海
２位 池ヶ谷・望月 静岡商
３位 松井・長島 掛川東
３位 佐藤・山下 掛川西

平成２９
２９年度

1 年女子シングルス
年女子シングルス
優勝 岡部 沙南 沼津西
２位 平井 美紀 静岡商
３位 青島 祥子 静岡市立
３位 小林 寧音 沼津中央

静岡県高等学校新人大会バドミントン競技
平成 2
29 年 10 月 21・22
2
日

男子学校対抗

優勝 富士見高校
高校
２位 伊東高校
高校
３位 富士宮北
富士宮北高校

沼津市民体育館
市民体育館

女子学校対抗

沼津商業高校

優勝 常葉大菊川
常葉
２位 加藤学園
３位 藤枝西
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公益財団法人 静岡県体育協会功労章受章報告
静岡県バドミントン協会
副会長 工藤喜久雄

平成 29 年 6 月 23 日にホテルセンチュリー静岡に
於いて静岡県アマチュアスポーツの最高の栄誉である
静岡県体育協会功労章を贈与され、身に余る光栄なことと思い深く感謝しております。
静岡県体育協会功労章を贈与され、身に余る光栄なことと思い深く感謝しております。
静岡県バドミントン協会としては８人目となりますこの章の栄誉を欲することができました
静岡県バドミントン協会としては８人目となりますこの章の栄誉を欲することができました
のも昭和４７年から今日まで４５年間県協会の一役員とし多くの役員と共に協会の運営に携わ
のも昭和４７年から今日まで４５年間県協会の一役員とし多くの役員と共に協会の運営に携わ
って来た中で、協会の礎となった多くの先人をはじめ協会員の皆様のご指導・ご協力のお陰であ
って来た中で、協会の礎となった多くの先人をはじめ協会員の皆様のご指導・ご協力のお陰であ
りあります。
ですからこの受章は私の気持ちの上では協会員を代表して受章したという思いであり、協会員の
ですからこの受章は私の気持ちの上では協会員を代表して受章したという思いであり、協会員の
皆様に改めて感謝申し上げます。
現在、静岡県のバドミントン界の将来を担うジュニア世代も指導者の皆様の努力と情熱により
現在、静岡県のバドミントン界の将来を担うジュニア世代も指導者の皆様の努力と情熱により
多くの有望な選手が育ってきており、その活躍に大いに期待をしているところです。
多くの有望な選手が育ってきており、その活躍に大いに期待をしているところです。
私もこの受章を機に気持ちを新たにして、県協会が今まで以上に組織の充実を図りバドミント
私もこの受章を機に気持ちを新たにして、県協会が今まで以上に組織の充実を図りバドミント
ン競技の普及振興と競技力向上を更に推進していくために協会員の皆様とともに一致団結して
ン競技の普及振興と競技力向上を更に推進していくために協会員の皆様とともに一致団結して
協会発展のために微力ながら尽力していきたいと思っております。ありがとうございました。
協会発展のために微力ながら尽力していきたいと思っております。ありがとうございました。

平成２９年度 第４７回 全国中学校バドミントン大会
平成２９年８月２２日～２５日

男子団体
星陵中 全国ベスト８

男子ダブルス
早川・影山
早川・影山組 全国ベスト８

1 回戦 星陵中 22-1 帯広第一中（北海道）
2 回戦 星陵中 22-0 綾南中（香川）
星陵中
準々決勝 大野原中（京都）2-0
大野原中（京都）

藤谷・石田（石川）
森・佐野
1 回戦 藤谷・石田（石川）2-0
1 回戦 早川・影山 2-1 長谷部・長谷部（大分）
2 回戦 早川・影山 2-1 前田・田中（香川）
準々決勝 末永・杉浦（福島）2-0
末永・杉浦（福島）
早川・影山

女子シングルス
1 回戦 鈴木 彩也花 2-1 藤田 星来（富山）
鈴木 彩也花
2 回戦 郡司 莉子（神奈川）2-0
莉子（神奈川）
― 会員証について ―
会員証は新規登録申請し、登録料が納入された方に対し
会員証は新規登録申請し、登録料が納入された方に対し公益財団法人
公益財団法人日本バドミ
日本バドミ
ントン協会が発行します。会員番号（数字
ントン協会が発行します。会員番号（数字 8 桁）は永久番号制
桁）は永久番号制となっております
となっております
ので、既に登録済みの方には発行されませんので
ので、既に登録済みの方には発行されませんので、大切に保管願います。
大切に保管願います。

静岡県バドミントン協会事務局

静岡県バドミントン協会広報委員会

〒418-0001
0001 静岡県富士宮市万野原新田 4020-9
4020

〒416
416-0909 静岡県富士市松岡 1515-12
1515

吉岡 直彦
TEL&FAX0544
0544-23-5255
5255
E-mail shizuokakenbadkyokai@gmail.com

佐賀県佐賀市 県総合体育館

女子ダブルス

NPO 法人 富士宮市体育協会
平成 30 年 1 月 27 日
優秀チーム表彰
（星陵中）・優秀選手表彰
・優秀選手表彰
優秀チーム表彰（星陵中）

1 回戦 内田・内田 2-0 西山・森（高知）
2-0 内田・内田
2 回戦 川島・八色（福岡）
川島・八色（福岡）2

長島 稔
TEL&FAX0545
TEL&FAX
0545-61-2226
2226
E-mail
mail kouhounagasima@gmail.com

優秀選手左から
影山・小野田
優秀選手左から影山・
小野田・早川

