
 
 

東京オリンピック・パラリンピックを

スポーツ界での暴力やパワハラなど人権を損な

う行為を多くメディアで取り上げられている。この

ようなことは静岡県バドミントン界の中では行わ

れていないことを信じており、また行われないこと

を願っている。

スポーツをするからには

欲望があり向上心がなれば目標を達成すること

はできないと思う。自ずと指導者も勝ちたいとい

う欲望が勝り体罰やパワハラといった行為が無

意識のうちに行動に表れてしまうのではないかと

思う。

スポーツの現場で体罰等を受けながら指導され

てきた選手が指導者となり同じ過ちを繰り返すよ

うなことは避けなければな

反（犯罪）であるという認識を持つべきである。

今後、中学校、高校において部活動顧問の負

担を軽減させるため外部指導者を導入する学校

が増えて

指導者に求められる

ずスポーツの持つ楽しさを学ばせる中で、相手

に敬意を払うこと、日常生活での振る舞いやい

かにしてやる気を引き出せるかだと思う。

指導者には勝つことだけではなく選手の人生に

も責任を持つことが求められてくるのではないか

と思う。

選手が指導者の背中を見て

出来るような指導者を

ある。
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平成３０

かにお過ごしのこととお慶び申し上げます。私事で

恐縮ですが本年

た東海大学を退職いたしました。長きにわたりお世

話になった皆様に感謝を申し上げます。

また、静岡県バドミントン協会とも平成

発足時よりお世話になっております。気がつけば

様々な方々にお世話になりながら無事に勤め上げ

ることができ感謝の念でいっぱいです。そのような

わけで人生に一区切りつけたところです。これから

少しゆっくりできると思ったのですが、世の中そう甘

くはありません。縁あって

岡翔洋高校で理科の非常勤講師として勤務するこ

とになりました。高校の教員は人生でも初めての経

験で少々の不安はありますが、ちょっとわくわくしな

がら授業の準備をしている日々が続いております。

さて、本年度は静岡県で久々の全国大会が開か

れます。第

ドミントン競技が浜松市で開かれます。

日程は、

われます。この準備は高体連の小田切委員長を中

心に 1

時期に行われることから、学連は、審判としてでき

るだけ協力することを決め、審判専門委員会の齋

藤委員長協力の下、審判講習会で審判の養成を

することになりました。また、審判技術向上への取り

組みも行う予定で、学連主催の県内大会でも正式

なコールでのジャッジを試みる予定にして

す。このような形で大会に関わることで学生によい

意味で貴重な体験をさせる機会に恵まれたことに

感謝しております。新年度を迎え、新たな環境の中

で公私ともに慌ただしい日々を送っております。

今後も静岡県バドミントン協会や静岡県学生バドミ

ントン連盟の活動に少しでも貢献できればと考えて

おります。
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予選リーグ１勝１敗（予選敗退）

＜男子ダブルス＞

優勝

2

3

3

＜女子ダブルス＞

優勝

2

3

3

１８回 全日本中学生バドミントン選手権大会

奈良県ならでんアリーナ（奈良市中央体育館）

＜男子シングルス＞

佐野 覚斗 富士宮第四

鈴木 翔琉 星陵

遠藤 友峻 静岡長田南

三浦 琉聖 静岡蒲原

わかばカップ県予選（団体戦）

富士山バドミントン

どんぐりジュニア 

御殿場ジュニア 

広幡バドキッズ 

NSY Fuji 

富士山バドミントン

勝又翔哉 勝又悠翔
藤原豪己 山田 朔
中野開仁 青島士恩
鈴木一嘉 小林 司
勝又翔哉
梅原歩志
勝又悠翔
柘植太壱
山下瑛翔
長谷川幸咲 富田紗也加
大村寧音 西野綾華
天野祐希 長谷川翼咲
高橋こはる 加藤好夏
長谷川幸咲
三浦璃子
天野祐希

優勝

静岡県小学生スプリング大会

静岡県中学校バドミントン選手権大会
3 月 10 日 

富士フイルム体育館

 富士市立富士体育館

予選リーグ１勝１敗（予選敗退）

＜男子ダブルス＞

優勝 野村 優輝・塩川

2 位 後藤 悠斗・遠藤

3位 野鶴 久晴・勝又

3位 井出 裕次郎・上原

＜女子ダブルス＞

優勝 内田 真緒・中島

2 位 鈴木 あかり・下谷

3位 平岡 遥・平岡

3位 梅原 彩寧・上澤

全日本中学生バドミントン選手権大会

奈良県ならでんアリーナ（奈良市中央体育館）

＜男子シングルス＞ 

富士宮第四 

星陵 

静岡長田南 

静岡蒲原 

わかばカップ県予選（団体戦）

富士山バドミントン 

 

富士山バドミントン 

富士山バドミントンクラブ

どんぐりジュニア
岩松ジュニア
どんぐりジュニア
富士山バドミントンクラブ

富士山バドミントンクラブ

富士山バドミントンクラブ

藤枝ジュニア
富士中央バドミントンクラブ

広幡バドキッズ
広幡バドキッズ
広幡バドキッズ
島田六合ジュニア
広幡バドキッズ
SBCスクール
広幡バドキッズ

静岡県小学生スプリング大会

静岡県中学校バドミントン選手権大会

富士フイルム体育館

富士市立富士体育館

予選リーグ１勝１敗（予選敗退）

＜男子ダブルス＞ 

優輝・塩川 

悠斗・遠藤 

久晴・勝又 

裕次郎・上原

＜女子ダブルス＞ 

真緒・中島 

あかり・下谷

遥・平岡 萌

彩寧・上澤 

全日本中学生バドミントン選手権大会

奈良県ならでんアリーナ（奈良市中央体育館）

 

 

わかばカップ県予選（団体戦） 

富士山バドミントンクラブ 塩川真輝 梅原歩志
滝井快斗 長谷部 成
河角大輝 山口瀬名
尾崎 翔 畑岡優成

富士山バドミントンクラブ 鶴岡成々斗
富士山バドミントンクラブ 藤原豪己
富士山バドミントンクラブ 山下陸翔

横山真士
富士中央バドミントンクラブ 剱持 蓮

渡辺希美 三浦璃子
中野紗愛 伊藤蒼来
安間心咲 五十右夕芽
中野紗希 小川亜胡
井原理緒
村越七海
五十右夕芽

静岡県小学生スプリング大会  平成

静岡県中学校バドミントン選手権大会

富士フイルム体育館(男子個人戦

富士市立富士体育館(女子個人戦

予選リーグ１勝１敗（予選敗退） 静岡県 3

 好輝 富士宮第二

 龍 富士宮第四

 夢斗 御殿場

裕次郎・上原 大河 富士宮第二

 有香理 藤枝広幡

あかり・下谷 祐香 常葉大菊川

萌 伊東南 

 亜衣子 星陵

全日本中学生バドミントン選手権大会

奈良県ならでんアリーナ（奈良市中央体育館）

＜女子シングルス＞

優勝 

2 位 

3 位 

3 位 

平成 30 年 5

梅原歩志 富士山バドミントンクラブ

長谷部 成 藤枝ジュニア
山口瀬名 富士中央バドミントンクラブ

畑岡優成 伊東ワールド
伊東ワールド
どんぐりジュニア
富士中央バドミントンクラブ

羽球友の会大井川Ｊｒ

SBCスクール
三浦璃子 SBCスクール
伊藤蒼来 ＮＳＹ　Ｆｕｊｉ
五十右夕芽 広幡バドキッズ
小川亜胡 ＮＳＹ　Ｆｕｊｉ

広幡バドキッズ
羽球友の会大井川Ｊｒ

広幡バドキッズ

準優勝

平成 30 年 4 月

静岡県中学校バドミントン選手権大会 

男子個人戦) 

女子個人戦) 

3－2 沖縄県  

富士宮第二 

富士宮第四 

御殿場 

富士宮第二 

藤枝広幡 

常葉大菊川 

 

星陵 

全日本中学生バドミントン選手権大会 平成

奈良県ならでんアリーナ（奈良市中央体育館） 

＜女子シングルス＞

荒井 茉奈加

秋山 萌衣奈

村松 壱華 常葉大菊川

鍋田 朱理 静岡蒲原

5 月 5 日  

富士山バドミントンクラブ 泉 悠斗
藤枝ジュニア 中村優太
富士中央バドミントンクラブ 山本 宙
伊東ワールド 西山絢兜
伊東ワールド 山本脩太
どんぐりジュニア 瀬戸奏大
富士中央バドミントンクラブ 橋本凜之介
羽球友の会大井川Ｊｒ 鈴木一嘉
SBCスクール 西山絢兜
SBCスクール 井原理緒
ＮＳＹ　Ｆｕｊｉ 村越七海
広幡バドキッズ 村井怜未
ＮＳＹ　Ｆｕｊｉ 清 未玲亜
広幡バドキッズ 村井心優
羽球友の会大井川Ｊｒ 大村寧音
広幡バドキッズ 村井怜未

月 15 日   

県  静岡県

平成 30 年 3

＜女子シングルス＞ 

茉奈加 星陵 

萌衣奈 常葉大菊川

常葉大菊川 

静岡蒲原 

 富士市立富士川体育館

泉 悠斗 狩野颯天
中村優太 大石響也
山本 宙 興津洸雅
西山絢兜 住吉朝陽
山本脩太
瀬戸奏大
橋本凜之介
鈴木一嘉
西山絢兜
井原理緒 大畑ゆら
村越七海 山崎咲七
村井怜未 石黒唯菜
清 未玲亜 馬飼野心咲
村井心優
大村寧音
村井怜未

第３位

 吉田町総合体育館

静岡県 1－4広島県

3 月 23～25

常葉大菊川 

 

（7）

富士市立富士川体育館

SBCスクール
吉田バドミントンクラブ

西豊田ジュニア
富士中央バドミントンクラブ

沼津ジュニア
SBCスクール
ＮＳＹ　Ｆｕｊｉ
どんぐりジュニア
富士中央バドミントンクラブ

広幡バドキッズ
羽球友の会大井川Ｊｒ

ＮＳＹ　Ｆｕｊｉ
馬飼野心咲 富士山バドミントンクラブ

ＮＳＹ　Ｆｕｊｉ
広幡バドキッズ
ＮＳＹ　Ｆｕｊｉ

第３位

吉田町総合体育館 

県 

25 日 

） 

富士市立富士川体育館 

吉田バドミントンクラブ

西豊田ジュニア
富士中央バドミントンクラブ

どんぐりジュニア
富士中央バドミントンクラブ

広幡バドキッズ
羽球友の会大井川Ｊｒ

富士山バドミントンクラブ

広幡バドキッズ


