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第６回齋藤聡会長杯争奪バドミントン選手権大会

平成のバドミントン今昔
静岡県バドミントン協会

副理事長

川原崎
原崎

仁

平成が新しい年号に変わろうとしている。平成の時代を振り返ってみると、まずは、平成 3 年、
富士市で行われた全国高校総体がありました。とにかく高温の体育館で、団体戦は３時間位の試
合が続き審判用紙が汗で滲み読み取りに苦労しました。この環境下でも現皇太子殿下は、凛とし
た御姿で試合を観戦していただいた。平成６年には、平成１５年国体を富士宮市で開催すること
が決まった。テーマは、「ＮＥＷ!!
「ＮＥＷ!!わかふじ国体」県協会石川会長と、国体実行委員会に所属し、
わかふじ国体」県協会石川会長と、国体実行委員会に所属し、

平成 30 年 12 月 8.9 日
1 部 優勝
２位
３位
2 部 優勝
２位
３位

静岡大学静岡キャンパス体育館

優勝杯を持っている写真が
1 部優勝の静岡県立大学

静岡県立大学 A
静岡大学 A
東海大学 A

日本大学 A
常葉大学静岡 C
常葉大学静岡 D

まず、国体バドミントン競技リハーサル大会として、全国高校選抜大会を平成１５年３
まず、国体バドミントン競技リハーサル大会として、全国高校選抜大会を平成１５年３月に実施
月に実施

第１１回 静岡県小学生バドミントン大会

した。地元の期待に応え星陵高校が女子の部で優勝した。
次に、わかふじ国体を市民に紹介するＰＲ大会を実施した。初めて、障がい者（車いす、知的）
の皆様が参加しバドミントンの魅力に触れていただいた。この国体で初めて、幼児期のバドミン
トンの楽しみ方を紹介するよう依頼があり、急遽、ヤマハの飯野裕子氏のご協力をお願いして練
習会を実施、当時の小室直義市長も幼児と一緒にシャトルを打って開会式のオープニングを飾っ
ていただいた。その後、ねんりんピック、
日本マスターズ、全国中学校バドミントン大会
を実施した。
平成最後の年
平成最後の年に富士宮市バドミントン協会
に富士宮市バドミントン協会
創立５０周年行事を迎え、多くの関係者のご協
力により思い出となる式典ができた。

第 113 回教
回教職員バドミントン大会
職員バドミントン大会
平成 30 年 11 月 23 日 富士市立体育館
男子ダブルス
一般
40/50代
初心者１・２部
女子ダブルス
一般
初心者１・２部
ミックス
１部
２部 A
２部 B

富士宮市バドミントン協会創立５０周年
富士宮市バドミントン協会創立５０周年行事の
の集合写真

優勝者の皆さん

影山
工 （静岡女子高）・寺田 陸人 （静岡北高）
小川 雅彦 （東原台小）
（東原台小）あ・吉原
・吉原
隆 （島田商業高）
百瀬 栄司 （御殿場特支）・原
健生 （沼四小）
清
美里 （富士特支）
（富士特支）あ・牧野
・牧野 及美 （中川根第一小）
古屋 実侑・望月 千鶴 （原田小）
大澤 俊幸 （
（科学技術高
科学技術高）・村松
・村松 瑞穂 （星稜高
星稜高）
原
健生 （
（沼四小）あ
あ・中村富美子
・中村富美子 （大岡小
大岡小）
岩谷 俊宏 （
（愛鷹分校）
）・長邉 さつき （富士特支
富士特支）

平成 30 年 9 月 16 日 吉田町総合体育館他
6 年以下男子ダブルス
年以下男子ダブルス
優勝 塩川真輝・梅原歩志
塩川真輝・梅原歩志(富士山
富士山)
２位 泉悠斗・狩野颯天
泉悠斗・狩野颯天(SBC)
３位 堀井俊志・堀井亮志
堀井俊志・堀井亮志(広幡)
４位 天野遥・西野天翔
天野遥・西野天翔(広幡)
5 年以下男子ダブルス
年以下男子ダブルス
優勝 藤原豪己・山田朔
藤原豪己・山田朔(どんぐり
どんぐり)
２位 滝井快斗・長谷部成
滝井快斗・長谷部成(藤枝)
３位 大石響也・中村優太
大石響也・中村優太(吉田)
４位 与那原稜央・剱持蓮
与那原稜央・剱持蓮(SBC)
4 年以下男子ダブルス
年以下男子ダブルス
優勝 中野開仁・青島士恩
中野開仁・青島士恩(岩松)
２位 山本宙・興津洸雅
山本宙・興津洸雅(西豊田)
３位 河角大輝・山口瀬名
河角大輝・山口瀬名(富士中央
富士中央)
ＮＳＹ)
４位 橋本凜之介・佐野獅風
橋本凜之介・佐野獅風(ＮＳＹ
6 年以下男子シングルス
年以下男子シングルス
優勝 山本脩太(沼津
山本脩太 沼津)
２位 天野遥(広幡)
天野遥
３位 本多健留(富士中央
本多健留 富士中央)
４位 鶴岡成々斗(伊東ワ
鶴岡成々斗 伊東ワ)
5 年以下男子シングルス
年以下男子シングルス
優勝 藤原豪己(どんぐり
藤原豪己 どんぐり)
２位 瀬戸奏大(SBC)
瀬戸奏大(SBC)
３位 梅原歩志富士山
梅原歩志富士山)
４位 勝又櫻介(御殿場
勝又櫻介 御殿場)
4 年以下男子シングルス
年以下男子シングルス
優勝 山下陸翔(富士中央
山下陸翔 富士中央)
２位 中野開仁(岩松
中野開仁 岩松)
３位 橋本凜之介(ＮＳＹ
橋本凜之介 ＮＳＹ)
４位 山本宙(西豊田
山本宙 西豊田)

この大会は、ランキング対象の学年別の
シングルス、ダブルス大会 のべ 513 名参加

年以下男子ダブルス
ダブルス
3 年以下男子
優勝 鈴木一嘉・小林司(どんぐり
鈴木一嘉・小林司 どんぐり)
２位 西山絢兜・住吉朝陽(富士中央
西山絢兜・住吉朝陽 富士中央)
３位 尾崎翔・阿蘇いをり(伊東ワ
尾崎翔・阿蘇いをり 伊東ワ)
４位 畑岡優成・斉藤翔真(伊東ワ
畑岡優成・斉藤翔真 伊東ワ)
6 年以下女子
年以下女子ダブルス
ダブルス
優勝 長谷川幸咲・富田紗也加(広幡
長谷川幸咲・富田紗也加 広幡)
２位 井原理緒・大畑ゆら(広幡)
井原理緒・大畑ゆら
３位 渡邉希美・三浦璃子(SBC)
渡邉希美・三浦璃子
４位 村井心優・橋本結衣(ＮＳＹ
村井心優・橋本結衣 ＮＳＹ)
5 年以下女子
年以下女子ダブルス
ダブルス
優勝 大村寧音・西野綾華(広幡)
大村寧音・西野綾華
２位 鈴木萌翔・富永乙都(富士中央
鈴木萌翔・富永乙都 富士中央)
３位 町田心羽・酒巻汐莉(岩松)
町田心羽・酒巻汐莉
４位 鈴木美月・中山彩音(島田六合
鈴木美月・中山彩音 島田六合)

3 年以下男子シングルス
年以下男子シングルス
優勝 柘植太壱(藤枝
藤枝)
２位 横山真士(大井川
大井川)
３位 尾崎翔(伊東ワ
伊東ワ)
４位 鈴木一嘉(どんぐり
どんぐり)
1.2 年以下男子シングルス
年以下男子シングルス
優勝 山下瑛翔(富士中央
富士中央)
２位 剱持蓮(SBC)
SBC)
３位 西山絢兜(富士中央
富士中央)
４位 鈴木彪吾(どんぐり
どんぐり)
6 年以下女子シングルス
年以下女子シングルス
(広幡)
優勝 長谷川幸咲(広幡
２位 村井心優(ＮＳＹ
ＮＳＹ)
３位 渡邉希美(SBC)
(SBC)
４位 山本美月(伊東ワ
伊東ワ)

5 年以下女子シングルス
年以下女子シングルス
(SBC)
優勝 三浦璃子(SBC)
２位 村越七海(大井川
大井川)
３位 大村寧音(広幡
広幡)
４位 西野綾華(広幡
広幡)
4 年以下女子シングルス
年以下女子シングルス
優勝 天野祐希(広幡
広幡)
２位 村井怜未(ＮＳＹ
ＮＳＹ)
３位 五十右夕芽(
五十右夕芽(広幡)
４位 安間心咲(広幡
広幡)
3 年以下女子シングルス
年以下女子シングルス
優勝 長谷川翼咲(
長谷川翼咲(広幡)
２位 良知さあや(
良知さあや(広幡)
３位 清未玲亜(富士山
富士山)
４位 加藤好夏(島田六合
島田六合)

第２２回 東海小学生バドミントン大会団体戦 県予選
平成 30 年第 73 回国民体育大会
福井しあわせ元気国体 2018
国民スポーツ大会
2018 年 10 月 5 日（金）～8
日（金）～ 日（月）
勝山市体育館ジオアリーナ
１回戦
静岡 ０－２ 徳島

平成 30 年 11 月 10 日 吉田町総合体育館

飛躍する、プレーヤーを応援
飛躍する、プレーヤーを応援!!

この大会は、クラブ対抗の団体戦で、女子８男子６が２月の東海大会に出場できます。
この大会は、クラブ対抗の団体戦で、女子８男子６が２月の東海大会に出場できます。
東海大会出場チーム（女子）
１位 広幡バドキッズ A
東海大会出場チーム（男子）
２位 ＳＢＣスクール
３位 西豊田ジュニアＢ １位 SBC スクール A
２位 富士山バドミントン A
４位 藤枝ジュニア
１位 SBC スクール A
３位 広幡バドキッズ
５位 御殿場ジュニア
４位 御殿場ジュニア
６位 NSY Fuji A
５位 どんぐりジュニア A
７位 伊東ワールド
６位 伊東ワールド
８位 岩松ジュニア

１位 広幡バドキッズ A

年以下女子ダブルス
4 年以下女子ダブルス
優勝 天野祐希・長谷川翼咲
天野祐希・長谷川翼咲(広幡
広幡)
２位 安間心咲・五十右夕芽
安間心咲・五十右夕芽(広幡
広幡)
３位 村井怜未・石黒唯菜
村井怜未・石黒唯菜(ＮＳＹ
ＮＳＹ)
４位 武蔵結愛・吉澤佳那
武蔵結愛・吉澤佳那(富士山
富士山)
3 年以下女子ダブルス
年以下女子ダブルス
優勝 良知さあや・五十右帆香
良知さあや・五十右帆香(広幡
広幡)
２位 馬飼野心咲・遠藤莉菜
馬飼野心咲・遠藤莉菜(富士山
富士山)
３位 松浦愛珠・黒田遥香
松浦愛珠・黒田遥香(広幡)
４位 小川亜胡・青木風華
小川亜胡・青木風華(ＮＳＹ
ＮＳＹ)

第１回 静岡県チャレンジカップ大会
平成 31 年 1 月 13 日 吉田町総合体育館

1.2 年以下女子
シングルス
年以下女子シングルス
優勝 五十右帆香
五十右帆香(広幡)
２位 黒田遥香
黒田遥香(広幡)
３位 馬飼野心咲
富士山)
馬飼野心咲(富士山
４位 松浦愛珠
松浦愛珠(広幡)

6 年以下男子
5 年以下男子
4 年以下男子
3 年以下男子
1.2 年男子
6 年以下女子
5 年以下女子
4 年以下女子
3 年以下女子
1.2 年女子

塩川真輝
富士山)
塩川真輝(富士山
大石響也
大石響也(吉田)
岩村春希
富士山)
岩村春希(富士山
畑岡優成
伊東ワ)
畑岡優成(伊東ワ
山田 源(どんぐり
どんぐり)
橋本結衣
ＮＳＹ)
橋本結衣(ＮＳＹ
斉藤美羽
伊東ワ)
斉藤美羽(伊東ワ
武蔵結愛
富士山)
武蔵結愛(富士山
村松京華
村松京華(吉田)
富永夕都
富士中央)
富永夕都(富士中央

・この大会は、今年度初めて開催しました。県ランキング９位以下の選手で争う学年別のシングルス
・この大会は、今年度初めて開催しました。県ランキング９位以下の選手で争う学年別のシングルス
大会です。優勝者には、２月のランキングファイナル大会の出場権が与えられます。
大会です。優勝者には、２月のランキングファイナル大会の出場権が与えられます。

