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第１９回ダイハツ全国 ABC大会県予選会 平成３０年６月３日 吉田町総合体育館 

第３０回東海小学生バドミントン大会県予選会 

平成３０年８月４日 沼津市民体育館  ※各種目４位までが東海大会に出場します。 

第７１回 静岡県中学校総合体育大会 バドミントンの部 

平成 30年 7月 25 日・26日  富士宮市民体育館 

第４０回 東海中学校総合体育大会 バドミントンの部 

平成 30年 8月 9日・10 日  岐阜県池田町総合体育館 

男子団体 優勝 名経大市邨 

二位 富士宮四  ☆全国大会出場 

男子シングルス 

2 回戦敗退 佐野 覚斗（富士宮四） 

1 回戦敗退  鈴木 翔琉（星陵） 

  井上 拓己（静岡東） 

  遠藤 友峻（静岡長田南） 

女子シングルス 

2 回戦敗退  荒井 茉奈加（星陵） 

  秋山 萌衣奈（常葉大菊川） 

1 回戦敗退  村松 壱華（常葉大菊川） 

  鍋田 朱理（静岡蒲原） 

男子団体 

1 回戦 

福井工大福井 （北信越） ２-１ 富士宮四 

女子ダブルス 

優勝 鈴木 あかり・下谷 祐香（常葉大菊川） 
二位 内田 真緒・中島 有香理（藤枝広幡） 

三位 平岡 萌・平岡 遥（伊東南） 

四位 佐藤 空・山口 栞（静岡大川） 

 

男子団体 優勝 富士宮四 
二位 富士宮二 

三位 静岡東 

三位 伊東門野 

女子団体 優勝 常葉大菊川 
二位 伊東南 

三位 伊東門野 

三位 静岡東 

男子シングルス 

優勝 佐野 覚斗（富士宮四） 
二位 鈴木 翔琉（星陵） 

三位 井上 拓己（静岡東） 

四位 遠藤 友峻（静岡長田南） 

 女子シングルス 

優勝 荒井 茉奈加（星陵） 
二位 秋山 萌衣奈（常葉大菊川） 

三位 村松 壱華（常葉大菊川） 

四位 鍋田 朱理（静岡蒲原） 

 男子ダブルス 

優勝 野村 優輝・塩川 好輝（富士宮二） 
二位 佐々木 隆哉・渡邉 空（富士宮四） 

三位 野鶴 久晴・勝又 夢斗（御殿場） 

四位 後藤 悠斗・遠藤 龍（富士宮四） 

 

各
種
目
の
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勝
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８月の「東海大会個人戦予選」にて上位４位までの入賞者は１０月に掛川サンリーナで開催される

「東海大会」に出場します。 

女子団体 

1 回戦敗退 常葉大菊川・伊東南 

男子ダブルス 

2 回戦敗退 後藤 悠斗・遠藤 龍（富士宮四） 

野村 優輝・塩川 好輝（富士宮二） 

佐々木 隆哉・渡邉 空（富士宮四） 

1 回戦敗退 野鶴 久晴・勝又 夢斗（御殿場） 

女子ダブルス 

2 回戦敗退 鈴木 あかり・下谷 祐香（常葉大菊川） 

内田 真緒・中島 有香理（藤枝広幡） 

1 回戦敗退 平岡 萌・平岡 遥（伊東南） 

佐藤 空・山口 栞（静岡大川） 

第２回静岡県障害者バドミントン選手権大会  平成30年6月24日  富士フイルム体育館 

＜シングルス＞ 

第一位 

A 渡辺 力 

B 水野友登 

C 遠藤慎也 

D 後藤佑貴 

E 後藤優花 

＜ダブルス＞ 

第一位 

男子 渡辺 力・渡邉亮介 

女子 鈴木 舞・後藤優花 

6 年男子 勝又翔哉 富士山バド 

優
勝

者
 

6 年女子 長谷川幸咲 広幡バドキッズ 

5 年男子 梅原歩志 富士山バド 5 年女子 三浦璃子 SBC スクール 

4 年男子 勝又悠翔 富士山バド 4 年女子 天野祐希 広幡バドキッズ 

3 年男子 柘植太壱 藤枝ジュニア 3 年女子 良知さあや 広幡バドキッズ 

1・2 年男子 山下瑛翔 富士中央バド 1・2 年女子 五十右帆香 広幡バドキッズ 

 

第５回静岡県小学生ダブルス大会    ６月３０日 沼津市民体育館（５年生以下の部） 

平成３０年７月１４日 富士フイルム体育館（６年生以下の部） 

  優勝 準優勝 

6 年男子 勝又翔哉・勝又悠翔 富士山バド 泉悠斗・狩野颯天 SBC スクール 

5 年男子 藤原豪己・山田 朔 どんぐりジュニア 大石響也・中村優太 吉田ジュニア 

4 年男子 中野開仁・青島士恩 岩松ジュニア 山本 宙・興津洸雅 西豊田ジュニア 

3 年男子 尾崎 翔・畑岡優成 伊東ワールド 西山絢兜・住吉朝陽 富士中央バド 

6 年女子 長谷川幸咲・富田紗也加 広幡バドキッズ 井原理緒・大畑ゆら 広幡バドキッズ 

5 年女子 西野綾華・天野祐希 広幡バドキッズ 村越七海・山崎咲七 羽球友の会大井川Ｊｒ 

4 年女子 五十右夕芽・安間心咲 広幡バドキッズ 村井怜未・石黒唯菜 ＮＳＹ Ｆｕｊｉ 

3 年女子 長谷川翼咲・良知さあや 広幡バドキッズ 高橋こはる・加藤好夏 島田六合 

 

男子 A クラス代表 勝又翔哉 

男子 B クラス代表 勝又悠翔 

男子 C クラス代表 山下瑛翔 

女子 A クラス代表 長谷川幸咲 

女子 B クラス代表 天野祐希 

女子 C クラス代表 五十右帆香 

 

ダブルス 優勝 準優勝 第３位 第４位 

6年男子 勝又・勝又 富士山 塩川・梅原 富士山 泉斗・狩野 SBC 田丸・大塩 SBC 

5年男子 藤原・山田 どんぐり 滝井・長谷部 藤枝 大石・中村 吉田 古谷・藤田 西豊田 

4年男子 中野・青島 岩松 山本・興津 西豊田 佐藤・芹澤 御殿場 河角・山口 中央 

6年女子 井原・大畑 広幡 村井・橋本 ＮＳＹ 渡辺・三浦 SBC 北村・竹田 藤枝 

5年女子 大村・西野 広幡 町田・酒巻 岩松 富永・鈴木 中央 鈴木・中山 島田六合 

4年女子 五十右・安間 広幡 吉澤・武蔵 富士山 岩本・杉山 御殿場 南條・中島 西豊田 

シングルス         

6年男子 鶴岡成々 斗 伊東 山本 脩太 沼津 天野 遥 広幡 本多 健留 富士中央 

5年男子 瀬戸 奏大 SBC 勝又 櫻介 御殿場 永野 日彩 広幡 赤池 心 ＮＳＹ 

4年男子 山下 陸翔 中央 橋本凜之介 ＮＳＹ 柘植 太壱 藤枝 山下 瑛翔 中央 

6年女子 長谷川幸咲 広幡 山本 美月 伊東 杉本 美咲 中央 紅林 栞奈 西豊田 

5年女子 村越 七海 羽球Ｊｒ 吉川 琴心 どんぐり 斉藤 美羽 伊東 伊藤 蒼来 ＮＳＹ 

4年女子 天野 祐希 広幡 村井 怜未 ＮＳＹ 長谷川翼咲 広幡 山崎 咲七 羽球Ｊｒ 

 

「ＡＢＣ予選会」で優勝した、上記選手と推薦出場の長谷川翼咲（広幡バド３年）７名が８月に熊本で行われたＡＢＣ

全国大会に出場し山下 瑛翔（富士中央２年）が５位入賞を果たしました。 


