
 
 

＜男子ダブルス＞

優勝

2

3

3

＜女子ダブルス＞

優勝

2

3

3

＜女子シングルス＞

優勝

2

3

3

＜男子シングルス＞

優勝

2

3

3

 

伊東市立門野中学校バドミントン部

伊東市立門野中学校は男子バドミントン部８名、女子バドミントン部２３人の計３１名で活動して

います。日々の練習では、基礎を大事にした練習を行っています。

目標は、一昨年の先輩方が築きあげてきた目標を受け継ぎ、全員がその目標を達成しようと、練習に

取り組んでいます。私たちがバドミントンを続けられる

のは、支えてくださる先生やコーチ

からです。その方々への感謝の気持ちを忘れずに、

これからもがんばっていきます。

 

（6） 

常葉大学附属菊川中バドミントン部

私たち常葉大学附属菊川中バドミントン部は、この言葉を合言葉に、明るく楽しく日々練習に励ん

でいます。今年は

人数は少ないですが、インターハイに出場経験のある高校生と一緒に練習をさせてもらえるのでレベ

ルの高い練習をすることができます。

練習内容は、走り込みなどのトレーニング、基本重視の

ノックやパターン練習です。また、プレー面だけでなく、

挨拶や礼儀などを大切にしています。そして、顧問の先生

や保護者の方々など、私たちを応援して下さる方へ感謝の

気持ちを忘れずに人間的にも成長していけるように頑張り

そして先輩方が築き上げた伝統を受け継ぎ、一戦一戦を

大切に戦えるよう全力でプレーしていき

第４５回静岡県中学校バドミントン選手権大会
  平成 31

＜男子ダブルス＞

優勝 勝又 夢斗・勝又

2 位 長谷川幸輝・長谷川直輝

3位 遠藤 龍・米山

3位 井出 祐次郎・上原

＜女子ダブルス＞

優勝 平岡 遥・平岡

2 位 梅原 彩寧・上澤

3位 滝井 凛

3位 髙橋 芽依

＜女子シングルス＞

優勝 荒井 

2 位 村松 

3 位 山下 

3 位 坂本 

＜男子シングルス＞

優勝 遠藤 

2 位 小澤 

3 位 朝日 

3 位 永野 

伊東市立門野中学校バドミントン部

伊東市立門野中学校は男子バドミントン部８名、女子バドミントン部２３人の計３１名で活動して

います。日々の練習では、基礎を大事にした練習を行っています。

目標は、一昨年の先輩方が築きあげてきた目標を受け継ぎ、全員がその目標を達成しようと、練習に

取り組んでいます。私たちがバドミントンを続けられる

のは、支えてくださる先生やコーチ

からです。その方々への感謝の気持ちを忘れずに、

これからもがんばっていきます。

常葉大学附属菊川中バドミントン部

私たち常葉大学附属菊川中バドミントン部は、この言葉を合言葉に、明るく楽しく日々練習に励ん

でいます。今年は１年生が

人数は少ないですが、インターハイに出場経験のある高校生と一緒に練習をさせてもらえるのでレベ

ルの高い練習をすることができます。

練習内容は、走り込みなどのトレーニング、基本重視の

ノックやパターン練習です。また、プレー面だけでなく、

挨拶や礼儀などを大切にしています。そして、顧問の先生

や保護者の方々など、私たちを応援して下さる方へ感謝の

気持ちを忘れずに人間的にも成長していけるように頑張り

そして先輩方が築き上げた伝統を受け継ぎ、一戦一戦を

大切に戦えるよう全力でプレーしていき

静岡県中学校バドミントン選手権大会
31 年 3 月 9 日

＜男子ダブルス＞ 

夢斗・勝又 

長谷川幸輝・長谷川直輝

龍・米山 侑希

祐次郎・上原

＜女子ダブルス＞ 

遥・平岡 萌

彩寧・上澤 

凛・長谷部 

芽依・堀池 

＜女子シングルス＞ 

 茉奈加 星陵

 壱華 常葉大菊川中

 瑠菜 葉梨中

 奈央 島田一中

＜男子シングルス＞ 

 友峻 長田南

 勇斗 宇佐美中

 隆仁 富士中

 大成 六合中

伊東市立門野中学校バドミントン部

伊東市立門野中学校は男子バドミントン部８名、女子バドミントン部２３人の計３１名で活動して

います。日々の練習では、基礎を大事にした練習を行っています。

目標は、一昨年の先輩方が築きあげてきた目標を受け継ぎ、全員がその目標を達成しようと、練習に

取り組んでいます。私たちがバドミントンを続けられる

のは、支えてくださる先生やコーチ

からです。その方々への感謝の気持ちを忘れずに、

これからもがんばっていきます。 

常葉大学附属菊川中バドミントン部

私たち常葉大学附属菊川中バドミントン部は、この言葉を合言葉に、明るく楽しく日々練習に励ん

年生が５名入部し、

人数は少ないですが、インターハイに出場経験のある高校生と一緒に練習をさせてもらえるのでレベ

ルの高い練習をすることができます。

練習内容は、走り込みなどのトレーニング、基本重視の

ノックやパターン練習です。また、プレー面だけでなく、

挨拶や礼儀などを大切にしています。そして、顧問の先生

や保護者の方々など、私たちを応援して下さる方へ感謝の

気持ちを忘れずに人間的にも成長していけるように頑張り

そして先輩方が築き上げた伝統を受け継ぎ、一戦一戦を

大切に戦えるよう全力でプレーしていき

静岡県中学校バドミントン選手権大会
日 富士市立富士体育館

 継心  御殿場中

長谷川幸輝・長谷川直輝 門野中

侑希  富士宮四中

祐次郎・上原 大河 富士宮二中

萌   伊東南

 亜衣子 星陵

 初  青島中

 萌華  清水小島中

星陵中 

常葉大菊川中 

葉梨中 

島田一中 

長田南 

宇佐美中 

富士中 

六合中 

伊東市立門野中学校バドミントン部  顧問

伊東市立門野中学校は男子バドミントン部８名、女子バドミントン部２３人の計３１名で活動して

います。日々の練習では、基礎を大事にした練習を行っています。

目標は、一昨年の先輩方が築きあげてきた目標を受け継ぎ、全員がその目標を達成しようと、練習に

取り組んでいます。私たちがバドミントンを続けられる

のは、支えてくださる先生やコーチ、家族や仲間がいる

からです。その方々への感謝の気持ちを忘れずに、

 

常葉大学附属菊川中バドミントン部  顧問

私たち常葉大学附属菊川中バドミントン部は、この言葉を合言葉に、明るく楽しく日々練習に励ん

名入部し、３年生

人数は少ないですが、インターハイに出場経験のある高校生と一緒に練習をさせてもらえるのでレベ

ルの高い練習をすることができます。 

練習内容は、走り込みなどのトレーニング、基本重視の

ノックやパターン練習です。また、プレー面だけでなく、

挨拶や礼儀などを大切にしています。そして、顧問の先生

や保護者の方々など、私たちを応援して下さる方へ感謝の

気持ちを忘れずに人間的にも成長していけるように頑張り

そして先輩方が築き上げた伝統を受け継ぎ、一戦一戦を

大切に戦えるよう全力でプレーしていきます。

主将 

静岡県中学校バドミントン選手権大会
富士市立富士体育館

御殿場中 

門野中 

富士宮四中 

富士宮二中 

伊東南 

星陵 

青島中 

清水小島中 

 

男子シングルス

顧問 鈴木 

伊東市立門野中学校は男子バドミントン部８名、女子バドミントン部２３人の計３１名で活動して

います。日々の練習では、基礎を大事にした練習を行っています。

目標は、一昨年の先輩方が築きあげてきた目標を受け継ぎ、全員がその目標を達成しようと、練習に

取り組んでいます。私たちがバドミントンを続けられる 

、家族や仲間がいる 

からです。その方々への感謝の気持ちを忘れずに、 

顧問 渡邉 

私たち常葉大学附属菊川中バドミントン部は、この言葉を合言葉に、明るく楽しく日々練習に励ん

年生２名を含めて

人数は少ないですが、インターハイに出場経験のある高校生と一緒に練習をさせてもらえるのでレベ

練習内容は、走り込みなどのトレーニング、基本重視の 

ノックやパターン練習です。また、プレー面だけでなく、

挨拶や礼儀などを大切にしています。そして、顧問の先生

や保護者の方々など、私たちを応援して下さる方へ感謝の

気持ちを忘れずに人間的にも成長していけるように頑張り

そして先輩方が築き上げた伝統を受け継ぎ、一戦一戦を 

す。 

 村松壱華 

静岡県中学校バドミントン選手権大会 
富士市立富士体育館(個人戦) 

 

 

 

男子シングルス 

 美雪 

伊東市立門野中学校は男子バドミントン部８名、女子バドミントン部２３人の計３１名で活動して

います。日々の練習では、基礎を大事にした練習を行っています。「東海大会出場」
目標は、一昨年の先輩方が築きあげてきた目標を受け継ぎ、全員がその目標を達成しようと、練習に

 

 

 友也 

私たち常葉大学附属菊川中バドミントン部は、この言葉を合言葉に、明るく楽しく日々練習に励ん

名を含めて７名で活動しています。

人数は少ないですが、インターハイに出場経験のある高校生と一緒に練習をさせてもらえるのでレベ

 

ノックやパターン練習です。また、プレー面だけでなく、 

挨拶や礼儀などを大切にしています。そして、顧問の先生 

や保護者の方々など、私たちを応援して下さる方へ感謝の 

気持ちを忘れずに人間的にも成長していけるように頑張り 

 

 

『常翔・常笑・常勝』

 

女子ダブルス

 入賞選手 

伊東市立門野中学校は男子バドミントン部８名、女子バドミントン部２３人の計３１名で活動して

「東海大会出場」
目標は、一昨年の先輩方が築きあげてきた目標を受け継ぎ、全員がその目標を達成しようと、練習に

私たち常葉大学附属菊川中バドミントン部は、この言葉を合言葉に、明るく楽しく日々練習に励ん

名で活動しています。

人数は少ないですが、インターハイに出場経験のある高校生と一緒に練習をさせてもらえるのでレベ

『常翔・常笑・常勝』

男子ダブルス

女子ダブルス 入賞選手

女子シングルス 

伊東市立門野中学校は男子バドミントン部８名、女子バドミントン部２３人の計３１名で活動して

「東海大会出場」という

目標は、一昨年の先輩方が築きあげてきた目標を受け継ぎ、全員がその目標を達成しようと、練習に

私たち常葉大学附属菊川中バドミントン部は、この言葉を合言葉に、明るく楽しく日々練習に励ん

名で活動しています。 

人数は少ないですが、インターハイに出場経験のある高校生と一緒に練習をさせてもらえるのでレベ

『常翔・常笑・常勝』

男子ダブルス 入賞選手

入賞選手 

女子シングルス 入賞選手

伊東市立門野中学校は男子バドミントン部８名、女子バドミントン部２３人の計３１名で活動して

という 

目標は、一昨年の先輩方が築きあげてきた目標を受け継ぎ、全員がその目標を達成しようと、練習に

私たち常葉大学附属菊川中バドミントン部は、この言葉を合言葉に、明るく楽しく日々練習に励ん

人数は少ないですが、インターハイに出場経験のある高校生と一緒に練習をさせてもらえるのでレベ

『常翔・常笑・常勝』 

入賞選手 

入賞選手 

＊＊今回

「あの頃」

バドミントン競技者としての私の原点は、掛西高のバドミントン部でした。小学校五年か

ら中学校三年までソフトボールに明け暮れていましたが、今でいう燃え尽き症候群になって

いた私に、中学の恩師から「君の進むべき道は西高でバドミントンをやることだ」と勧めら

れ西高を選びま

競技のソフトボールと異なり個人競技のバドミントンは、自分が努力すれば結果がついてく

る魅力に

掛西高のバドミントン部

私自身インターハイ優勝を目指して

追い掛け

良さは、女子団体世界選手権（

いに役立ちました。

その後の

の金メダルにつなが

現在、横浜に住んでいますが、微力ながらバドミントンを通じて人々に

を伝えたいと

第３７

第３７

〈クラブ対抗〉

※1 位は、

第 37 回全日本レディース

〈団体戦〉

※1 位～4

ユーバー杯

第 114 回静岡県教職員バドミントン選手権大会

シングルス

一般男子

成壮年男子

一般女子

 

優 勝 

準優勝

 

優 勝 

準優勝

 

今回静岡出身で全英選手権、ミュンヘンオリンピック金メダリストの中山様に執筆頂きました＊＊

「あの頃」

バドミントン競技者としての私の原点は、掛西高のバドミントン部でした。小学校五年か

ら中学校三年までソフトボールに明け暮れていましたが、今でいう燃え尽き症候群になって

いた私に、中学の恩師から「君の進むべき道は西高でバドミントンをやることだ」と勧めら

西高を選びました。当時バドミントンは屋外の遊びでしか知らなかった私でしたが、団体

競技のソフトボールと異なり個人競技のバドミントンは、自分が努力すれば結果がついてく

る魅力に、たちまちはまりました。

掛西高のバドミントン部

インターハイ優勝を目指して

追い掛けて、とても楽しい日々でした。後にこのチームワークの

、女子団体世界選手権（

いに役立ちました。

のアジア大会、全英選手権、三

の金メダルにつなが

現在、横浜に住んでいますが、微力ながらバドミントンを通じて人々に

伝えたいと願って活動しています。

７回全日本レディースバドミントン選手権大会（クラブ対抗）静岡県予選大会

７回東海レディースバドミントン大会（団体戦）静岡県予選大会

〈クラブ対抗〉1 位 

位は、第 37 回東海レディースバドミントン大会（団体戦）

回全日本レディース

〈団体戦〉1 位 スルガウイングス

4 位第 37 回東海

ユーバー杯にて 

回静岡県教職員バドミントン選手権大会

シングルス 

一般男子 重本俊介

成壮年男子 岩城保久

一般女子 浅見佳世

 
重本俊介

清侑太郎

準優勝 
坂下祐基

平岡佑太

 
清光里

佐野淳美

準優勝 
米田宏子

中嶋陽子

静岡出身で全英選手権、ミュンヘンオリンピック金メダリストの中山様に執筆頂きました＊＊

「あの頃」静岡でのバドミントンの思い出

バドミントン競技者としての私の原点は、掛西高のバドミントン部でした。小学校五年か

ら中学校三年までソフトボールに明け暮れていましたが、今でいう燃え尽き症候群になって

いた私に、中学の恩師から「君の進むべき道は西高でバドミントンをやることだ」と勧めら

した。当時バドミントンは屋外の遊びでしか知らなかった私でしたが、団体

競技のソフトボールと異なり個人競技のバドミントンは、自分が努力すれば結果がついてく

たちまちはまりました。

掛西高のバドミントン部は昔から

インターハイ優勝を目指して

とても楽しい日々でした。後にこのチームワークの

、女子団体世界選手権（

いに役立ちました。 

アジア大会、全英選手権、三

の金メダルにつながったことは、

現在、横浜に住んでいますが、微力ながらバドミントンを通じて人々に

願って活動しています。

回全日本レディースバドミントン選手権大会（クラブ対抗）静岡県予選大会

回東海レディースバドミントン大会（団体戦）静岡県予選大会

平成 31

 スルガウイングス

回東海レディースバドミントン大会（団体戦）

回全日本レディースバドミントン選手権大会

スルガウイングス

回東海レディースバドミントン大会

回静岡県教職員バドミントン選手権大会

優勝

重本俊介 江尻小

岩城保久 伊東南小

浅見佳世 迫分小

一般男子ダブルスＡ

重本俊介 江尻小

清侑太郎 高州中

坂下祐基 科学技術

平岡佑太 小笠小

一般女子ダブルス

清光里 富士特支

佐野淳美 〃

米田宏子 東豊田小

中嶋陽子 番町小

全英選手権、ミュンヘンオリンピック金メダリストの中山様に執筆頂きました＊＊

静岡でのバドミントンの思い出

バドミントン競技者としての私の原点は、掛西高のバドミントン部でした。小学校五年か

ら中学校三年までソフトボールに明け暮れていましたが、今でいう燃え尽き症候群になって

いた私に、中学の恩師から「君の進むべき道は西高でバドミントンをやることだ」と勧めら

した。当時バドミントンは屋外の遊びでしか知らなかった私でしたが、団体

競技のソフトボールと異なり個人競技のバドミントンは、自分が努力すれば結果がついてく

たちまちはまりました。 

は昔からとてもチームワークが良く、

インターハイ優勝を目指して、

とても楽しい日々でした。後にこのチームワークの

、女子団体世界選手権（ユーバー杯

インターハイ優勝が実現できな

かった

めて挑戦することにし

学一年の時

途中で

とつくづく思いました。

大学卒業後は岐阜の短大に勤務

思いがけず初出場で初優勝できたことは本当に幸運でした。

アジア大会、全英選手権、三

ったことは、良き指導者や良き

現在、横浜に住んでいますが、微力ながらバドミントンを通じて人々に

願って活動しています。

回全日本レディースバドミントン選手権大会（クラブ対抗）静岡県予選大会

回東海レディースバドミントン大会（団体戦）静岡県予選大会

1 年 4 月 13

スルガウイングス 2 位 

回東海レディースバドミントン大会（団体戦）

バドミントン選手権大会

スルガウイングス 2 位 ウィッシュ

レディースバドミントン大会

回静岡県教職員バドミントン選手権大会

優勝 

江尻小 

伊東南小 

迫分小 

一般男子ダブルスＡ 

江尻小 

高州中 

科学技術 

小笠小 

一般女子ダブルス 

富士特支 

 

東豊田小 

番町小 

全英選手権、ミュンヘンオリンピック金メダリストの中山様に執筆頂きました＊＊

静岡でのバドミントンの思い出

バドミントン競技者としての私の原点は、掛西高のバドミントン部でした。小学校五年か

ら中学校三年までソフトボールに明け暮れていましたが、今でいう燃え尽き症候群になって

いた私に、中学の恩師から「君の進むべき道は西高でバドミントンをやることだ」と勧めら

した。当時バドミントンは屋外の遊びでしか知らなかった私でしたが、団体

競技のソフトボールと異なり個人競技のバドミントンは、自分が努力すれば結果がついてく

とてもチームワークが良く、

、ただひたすらにシャトルを

とても楽しい日々でした。後にこのチームワークの

ユーバー杯）で

インターハイ優勝が実現できな

かったので、大学に進学し

めて挑戦することにし

年の時、念願の日本一になり、

途中であきらめなくて

つくづく思いました。

大学卒業後は岐阜の短大に勤務

思いがけず初出場で初優勝できたことは本当に幸運でした。

アジア大会、全英選手権、三回のユーバー杯、ミュンヘンオリンピック

良き指導者や良き

現在、横浜に住んでいますが、微力ながらバドミントンを通じて人々に

願って活動しています。 

回全日本レディースバドミントン選手権大会（クラブ対抗）静岡県予選大会

回東海レディースバドミントン大会（団体戦）静岡県予選大会

13 日（土）東遠カルチャーパーク

 プリマドンナ

回東海レディースバドミントン大会（団体戦）

バドミントン選手権大会(クラブ対抗

ウィッシュ 3 位

レディースバドミントン大会（団体戦）

回静岡県教職員バドミントン選手権大会 

平岡佑太

大澤俊幸

實石紀満子

一般男子ダブルス

榊原 将 

増井勇大

宅和昌伸

西田佳弘

混合ダブルス

朝妻美咲

増井裕大

西田佳弘

植田恵子

全英選手権、ミュンヘンオリンピック金メダリストの中山様に執筆頂きました＊＊

静岡でのバドミントンの思い出       

バドミントン競技者としての私の原点は、掛西高のバドミントン部でした。小学校五年か

ら中学校三年までソフトボールに明け暮れていましたが、今でいう燃え尽き症候群になって

いた私に、中学の恩師から「君の進むべき道は西高でバドミントンをやることだ」と勧めら

した。当時バドミントンは屋外の遊びでしか知らなかった私でしたが、団体

競技のソフトボールと異なり個人競技のバドミントンは、自分が努力すれば結果がついてく

とてもチームワークが良く、

ただひたすらにシャトルを

とても楽しい日々でした。後にこのチームワークの

主将をした

インターハイ優勝が実現できな

、大学に進学し

めて挑戦することにしました。

念願の日本一になり、

あきらめなくて良かったな

つくづく思いました。 

大学卒業後は岐阜の短大に勤務

思いがけず初出場で初優勝できたことは本当に幸運でした。

のユーバー杯、ミュンヘンオリンピック

良き指導者や良き仲間に恵まれた

現在、横浜に住んでいますが、微力ながらバドミントンを通じて人々に

回全日本レディースバドミントン選手権大会（クラブ対抗）静岡県予選大会

回東海レディースバドミントン大会（団体戦）静岡県予選大会

日（土）東遠カルチャーパーク

プリマドンナ 3 位 北部クラブ

回東海レディースバドミントン大会（団体戦）2019 年

クラブ対抗)広島県

位 ウェンディ

（団体戦）2019 年 5

 2019 年 3

準優勝 

平岡佑太 小笠小

大澤俊幸 科学技術

實石紀満子 滝南小

一般男子ダブルス

 相生小

増井勇大 八中番小

宅和昌伸 静岡英和

西田佳弘 豊田中

混合ダブルス 

朝妻美咲 富士岡小

増井裕大 八幡小

西田佳弘 豊田中

植田恵子 清水小

全英選手権、ミュンヘンオリンピック金メダリストの中山様に執筆頂きました＊＊

       

バドミントン競技者としての私の原点は、掛西高のバドミントン部でした。小学校五年か

ら中学校三年までソフトボールに明け暮れていましたが、今でいう燃え尽き症候群になって

いた私に、中学の恩師から「君の進むべき道は西高でバドミントンをやることだ」と勧めら

した。当時バドミントンは屋外の遊びでしか知らなかった私でしたが、団体

競技のソフトボールと異なり個人競技のバドミントンは、自分が努力すれば結果がついてく

とてもチームワークが良く、

ただひたすらにシャトルを

とても楽しい日々でした。後にこのチームワークの

をした時に大

インターハイ優勝が実現できな

、大学に進学しあらた

ました。大

念願の日本一になり、

良かったな

 

大学卒業後は岐阜の短大に勤務しながら、

思いがけず初出場で初優勝できたことは本当に幸運でした。

のユーバー杯、ミュンヘンオリンピック

に恵まれたからだと思います。

現在、横浜に住んでいますが、微力ながらバドミントンを通じて人々に

回全日本レディースバドミントン選手権大会（クラブ対抗）静岡県予選大会

回東海レディースバドミントン大会（団体戦）静岡県予選大会 

日（土）東遠カルチャーパーク総合体育館「さんりーな」

北部クラブ 4 位

年 5 月 10 日（金）三重

広島県開催に出場 

ウェンディ 4 位 さつき

5 月 10 日（金）三重

3 月 2 日（土）静岡大学

小笠小 駒坂俊夫

科学技術 吉原隆

滝南小 木下香

一般男子ダブルス B 

相生小 吉原隆

八中番小 小川雅彦

静岡英和 岩城保久

豊田中 大澤俊幸

 

富士岡小 清光里

八幡小 杉浦正樹

豊田中 大澤俊幸

清水小 中嶋陽子

全英選手権、ミュンヘンオリンピック金メダリストの中山様に執筆頂きました＊＊

       中山紀子

バドミントン競技者としての私の原点は、掛西高のバドミントン部でした。小学校五年か

ら中学校三年までソフトボールに明け暮れていましたが、今でいう燃え尽き症候群になって

いた私に、中学の恩師から「君の進むべき道は西高でバドミントンをやることだ」と勧めら

した。当時バドミントンは屋外の遊びでしか知らなかった私でしたが、団体

競技のソフトボールと異なり個人競技のバドミントンは、自分が努力すれば結果がついてく

しながら、｢ユーバー杯

思いがけず初出場で初優勝できたことは本当に幸運でした。

のユーバー杯、ミュンヘンオリンピック

からだと思います。

現在、横浜に住んでいますが、微力ながらバドミントンを通じて人々にスポーツの

回全日本レディースバドミントン選手権大会（クラブ対抗）静岡県予選大会

総合体育館「さんりーな」

位 ジャーミィズ

日（金）三重県開催に出場

 

さつき 

日（金）三重県開催に出場

ユーバー杯抱える

日（土）静岡大学

3 位

駒坂俊夫 

吉原隆 

木下香 

成壮年男子ダブルス

吉原隆 

小川雅彦 

岩城保久 

大澤俊幸 

混合ダブルス

清光里 

杉浦正樹 

大澤俊幸 

中嶋陽子 

全英選手権、ミュンヘンオリンピック金メダリストの中山様に執筆頂きました＊＊

中山紀子 

バドミントン競技者としての私の原点は、掛西高のバドミントン部でした。小学校五年か

ら中学校三年までソフトボールに明け暮れていましたが、今でいう燃え尽き症候群になって

いた私に、中学の恩師から「君の進むべき道は西高でバドミントンをやることだ」と勧めら

した。当時バドミントンは屋外の遊びでしか知らなかった私でしたが、団体

競技のソフトボールと異なり個人競技のバドミントンは、自分が努力すれば結果がついてく

ユーバー杯｣

思いがけず初出場で初優勝できたことは本当に幸運でした。

のユーバー杯、ミュンヘンオリンピック(公開競技）

からだと思います。 

スポーツの楽しさ

（3）

回全日本レディースバドミントン選手権大会（クラブ対抗）静岡県予選大会 

総合体育館「さんりーな」

ジャーミィズ 

県開催に出場

開催に出場 

ユーバー杯抱える中山様 

日（土）静岡大学 

位 

韮山小 

島商高 

向山小 

成壮年男子ダブルス 

島商高 

東源治小 

伊東南小 

科学技術 

混合ダブルス 

富士特支 

富士特支 

科学技術 

番町中 

全英選手権、ミュンヘンオリンピック金メダリストの中山様に執筆頂きました＊＊ 

バドミントン競技者としての私の原点は、掛西高のバドミントン部でした。小学校五年か

ら中学校三年までソフトボールに明け暮れていましたが、今でいう燃え尽き症候群になって

いた私に、中学の恩師から「君の進むべき道は西高でバドミントンをやることだ」と勧めら

した。当時バドミントンは屋外の遊びでしか知らなかった私でしたが、団体

競技のソフトボールと異なり個人競技のバドミントンは、自分が努力すれば結果がついてく

｣で 

思いがけず初出場で初優勝できたことは本当に幸運でした。 

公開競技）

 

楽しさ

） 

総合体育館「さんりーな」 

県開催に出場 

 

 

 

 

 

 

 


