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実 施 報 告

静岡県バドミントン協会 理事長 杉山敏充

スペイン・バドミントン連盟 U19 静岡キャンプは 8 月 20 日から 29 日までの
10 日間において実施されました。
このキャンプは静岡市がスペイン国との間で締結し
た 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに備えた
選手強化を図るための事前合宿であり併せて両国の友
好、親善を目的とした事業であり今年度及び来年度に
おける二年間の継続事業であります。
このキャンプはオリンピック事前合宿ということなのでオリン
ピック基準（IF 基準）に則り行うことが義務付けをされていること
からその施設、設備を始め練習会場、練習環境（バドミントン・コ
ートマット）等々厳密な制約を受ける中その準備を行い実施されま
した。コートマットの設営では市内各地より多くのボランティアが
参加してくれました。
スペイン国のチーム編成はメーンコーチ、サブコーチ
の男子２名、選手 12 名（男７・女５）の 14 名でしたが
世界ジュニア・ランキング入りしている選手が男 3 名、
女１名がいるなどスペインの今後を担うジュニア・ナシ
ョナル選手の皆さんでした。
一方、国内チームは実業団の JATCO チームを始めとし
県外から淑徳巣鴨高校、岡崎城西高校、皇學館高校、県立
岐阜商業高校、高山西高校、星陵高校、富士見高校、
常葉菊川高校の各選手団が参加をして頂きスペイン選手との合同練
習及び友好、親善を図ってくれました。
【スペイン選手団】
コーチ: オスカル・マルティネス
アドリアン・コラレス
選 手：（男子） トマス・トレダノ マルク・カルドナ
エルネスト・バッシュウィットス カルロス・ピリス
ミゲル・サンルイス ホアン・モンレイ
アルヴァロ・レアル
（女子）エレナ・アンドレイ アナ・カルボン ウララ・ソリス
クラウディア・レアル
ネレア・ディアス
平成３０年度 強化委員会の活動
６月 国体静岡県最終予選会 開催
８月 国体東海ブロック予選（会場：岐阜県山県市）への選手団派遣
８月～２月 ジュニア育成強化事業（地区トレセン・県トレセン）の実施
９月～２月 国体強化練習会の実施
１０月 国体本大会（会場：福井県勝山市）への選手団派遣
１月 県小中高合同強化合宿の実施
平成３０年度 審判委員会の活動（11 月以降）
11 月 17～18 日 第７1 回中部日本選手権大会審判派遣 富士、富士宮
2 月 17 日 審判講習会 認定員派遣
浜松アリーナ
2 月 17 日 第 65 回県総合選手権大会 審判派遣 沼津市立体育館
上記の活動を行い、本県の競技力向上を目指しています。 皆様のご支援ご協力をお願いします。

第６６回静岡県高等学校総合体育大会バドミントン競技
平成 30 年 5 月 26 日 磐田市総合体育館 浜松アリーナ
【男子シングルス】
【男子ダブルス】
優勝 小野田 泰地（星陵）
優勝 平岡・土井（富士見）
2 位 平岡 佑太（富士見）
2 位 稲葉・福田（伊東）
3 位 稲葉 琢人（伊東）
3 位 小野田・早川（星陵）
【女子ダブルス】
優勝 石上・鈴木（常葉大菊川）
2 位 鬼束・杉本（加藤学園）
3 位 今井・大川（加藤学園）

【女子シングルス】
優勝 鬼束 佳奈（加藤学園）
2 位 石上 瑠奈（常葉大菊川）
3 位 住吉 琴菜（星陵）

第６５回東海高等学校総合体育大会バドミントン競技
平成 30 年 6 月 16 日（土）17（日）岡崎中央総合公園体育館
男子団体
女子団体
優勝 名古屋経済大学市邨高等学校（愛知） 優勝 名古屋経済大学市邨高等学校（愛知）
２位 富士見高等学校（静岡）
２位 岐阜県立岐阜商業高等学校（岐阜）
３位 岐阜県立岐阜商業高等学校（岐阜） ３位 岐阜県立大垣西高等学校（岐阜）
３位 皇學館高等学校（三重）
３位 常葉大学附属菊川高等学校（静岡）
第６９回 全国高等学校バドミントン選手権大会 個人成績
【男子ダブルス】
【女子ダブルス】
1 回戦
1 回戦
今井・大川 0-2 高橋・友成(徳島)城東
小野田・早川 1-2 白水・弓倉（和歌山）那賀
内田・鈴木 2-1 川端・松村(長崎)長崎女子
2 回戦
2 回戦
平岡・土井 2-1 石井・畑野(奈良)奈良大学附属
石上・鈴木
1-2 小椋・松井(長野)蘇南
野田・山内 2-0 熊谷・宇治(長野)長野商業
鬼束・杉本 0-2 加藤・佐藤(宮城)聖ウルスラ
稲葉・福田 0-2 大田・櫻田(富山)高岡第一
内田・鈴木
0-2 杉本・竹澤(福井)勝山
3 回戦
【女子シングルス】1
回戦
平岡・土井 0-2 佐藤・上山(北北海道)帯広大谷
鈴木 愛実 2-0 谷 歩夏(徳島)城東
野田・山内 0-2 樋口・小川(宮崎)日章学園
住吉 琴菜 0-2 松井 あかり(長野)蘇南
【男子シングルス】1 回戦
2 回戦
早川 倫矢 0-2 滝口 友士(長崎)瓊浦
鬼束 佳奈 1-2 谷川 綾(宮崎)聖心ウルスラ
稲葉 琢人 2-1 廣木 俊輔(栃木)作新学院
鈴木 愛実 0-2 神山 歩美(宮城)常磐木学園
2 回戦
石上 瑠奈 0-2 髙橋 千夏(山梨)甲斐清和
平岡 佑太 0-2 川原 怜也(熊本)八代東
稲葉 琢人 0-2 稲垣 健太(北北海道)旭川実業
小野田 泰地 2-0 菅 大伍(大分)別府鶴見丘
3 回戦
小野田 泰地 0-2 佐野 大地(島根)松徳学院

優勝者の皆さん

飛躍する、プレーヤーを応援!!

