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第 26 回 静岡県学生バドミントン選手権大会
2019 年 3 月 9・10
10 日
男子ダブルス 1 部（MD1
MD1）
優勝
花井正直・糸魚川喜之（静岡大学浜松）
準優勝 中本壮哉・野田岳志（静岡県立大学）
3位
森瑞帆・曽我恭星（静岡大学浜松）
男子ダブルス 2 部（MD2
MD2）
優勝
西山響平・矢崎綾斗（常葉大学静岡）
女子ダブルス 1 部（WD1
WD1）
優勝
坂本香奈・中川星美（常葉大学静岡）
準優勝 小野田菜都・加藤菜々子（静岡県立大学）
3位
佐野公香・相澤志帆（常葉大学静岡）

男子ダブルス 優勝

静岡大学静岡キャンパス体育館

男子シングルス 1 部（MS1）
部（
優勝
加藤健人（静岡大学浜松）
準優勝 花井正直（静岡大学浜松）
3位
曽我恭星（静岡大学浜松）
男子シングルス 2 部（MS2）
部（
優勝
榑林優弥（常葉大学静岡）
男子シングルス 3 部（MS3）
部（
優勝
清水大輔（静岡産業大学）

第 59 号
発行 令和元
令和元年 6 月 15 日 発行所 静岡県バドミントン協会 編集者・印刷 広報委員会

2019 年度 第 47 回 全国高等学校選抜バドミントン大会 東海地区予選会
平成 31 年 1 月 19 日～
日～21 日 大垣市総合体育館
市総合体育館

女子シングルス 1 部（WS1）
部（
優勝
小野田菜都（静岡県立大学）
準優勝 坂本香奈（常葉大学静岡）
3位
中川星美（常葉大学静岡）
女子シングルス 2 部（WS2）
部（
優勝
真 茉亜耶（常葉大学静岡）

男子シングルス 優勝

左から
女子ダブルス 優勝
ＭＤ２・ＭＳ２ 優勝

男子学校対抗戦 優勝 富士見

女子2部
部シングルス優勝

女子1部シングルス優勝

２０１９年度静岡県バドミントン協会事業計画
活動方針：静岡県におけるバドミントン競技の普及、発展のため競技力向上に努め、世界で活躍できる全
活動方針 静岡県におけるバドミントン競技の普及、発展のため競技力向上に努め、世界で活躍できる全
国トップレベル選手を輩出する環境整備を図ると共に、生涯スポーツとして地域に密着、愛好
される競技団体となるべく、各専門委員会の事業を活発させオール静岡で活動する。
重点目標
１）ジュニア選手の強化を図りトップアスリートを育成する。
２）ジュニア選手の発掘育成のため資質の高い地域ジュニア指導者の養成と拡大を図る。
３）会員登録拡大のため加盟市町及び各連盟と連携し登録者数の拡大を図る。（
３）会員登録拡大のため加盟市町及び各連盟と連携し登録者数の拡大を図る。（5,000
5,000 名を目指す。）
４）競技の普及等の
４）競技の普及等のため各団体が行う事業に対応するため市町協会との連携強化体制の維持、確立を図る。
ため各団体が行う事業に対応するため市町協会との連携強化体制の維持、確立を図る。
５）国内トップレベルの選手が参加する大会の誘致のための検討を行う。
６）２０２０年 2 月に創立 70 周年記念事業を開催する。
【総
【総 務 委 員 会】：市町協会との連携を密にして、
市町協会との連携を密にして、
市町協会との連携を密にして、主催大会が県民に愛され多くの参加者が集まるよ
主催大会が県民に愛され多くの参加者が集まるよ
う実施要項の検討、改革を行う
う実施要項の検討、改革を行う事業等
事業等。
【選
【選 手 強 化 委 員 会】：各年代での東海・全国大会での上位進出を目指して計画的に強化を推進する。
各年代での東海・全国大会での上位進出を目指して計画的に強化を推進する。
【指
【指 導 普 及 委 員 会】：資質の高い地域ジュニア指導者
資質の高い地域ジュニア指導者
資質の高い地域ジュニア指導者の養成と拡大を図るため公認コーチ認定講習会の
の養成と拡大を図るため公認コーチ認定講習会の
開催、運営を行う
開催、運営を行う事業等。
。会員登録拡大のため普及を
会員登録拡大のため普及を 目的としたバドミントン
会員登録拡大のため普及を、目的とした
バドミントン
競技大会・交流会の開催、運営
競技大会・交流会の開催、運営。
【審
【審 判 委 員 会】：審判講習会を計画的に開催し審判員の増員を図る
審判講習会を計画的に開催し審判員の増員を図る
審判講習会を計画的に開催し審判員の増員を図ると共に、資質の向上に努め上級
資質の向上に努め上級
審判員の育成を図
審判員の育成を図り大会等に審判員を派遣する体制を確立する。
大会等に審判員を派遣する体制を確立する。
【財
【財 務 委 員 会】：安定な財源確保のため、本協会の目的に賛同して頂ける個人及び法人等に賛助会
安定な財源確保のため、本協会の目的に賛同して頂ける個人及び法人等に賛助会
員の公募を、
員の公募を、働きかける方策を検討する。
働きかける方策を検討する。
【表
【表 彰 委 員 会】：本協会に長年にわたり功労のあった個人、並びに団体、今年度の主要大会で優秀
本協会に長年にわたり功労のあった個人、並びに団体、今年度の主要大会で優秀
な成績を収めた個人、団体を表彰する。
【障害者専門委員会】
【障害者専門委員会】：障害のある方々に大会や教室への参加の機会を設け、相互の交流を深めると共に
障害のある方々に大会や教室への参加の機会を設け、相互の交流を深めると共に
競技の普及を図る。県外大会に関する情報を収集し、大会への参加を通して競技
力の向上を図る。

静岡県バドミントン協会事務局

静岡県バドミントン協会広報委員会

〒421-0113
0113 静岡市駿河区下川原 6-13-10
10

〒416
416-0909 静岡県富士市松岡 1515-12
1515

鈴木 利幸
TEL 090
090-3957-0971
0971
E-mail shizuokakenbadkyokai@
shizuokakenbadkyokai@yahoo.co.jp
yahoo.co.jp

女子学校対抗戦 優勝 常葉大菊川

長島 稔
TEL&FAX 0545-61-2226
0545
2226
E-mail
mail kouhounagasima
kouhounagasima@gmail.com
com

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ２位 平岡・土井（富士見）
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ
ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝 平岡佑太（富士見）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝 石黒・内田（星陵）
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ
ｼﾝｸﾞﾙｽ 3 位 内田優衣（星陵）

第７
７回 静岡県バドミントン協会 会長杯高等学校バドミントン選手権大会
平成 31 年 3 月 23 日 磐田市総合体育館
準優勝
男子Ａ 三好・鈴木（伊東）
男子Ｂ 大畑・高橋虎（藤枝東）
男子Ｃ 加藤・渡邉（富士見）
A 優勝福
優勝 田・小川（伊東）

橋ケ
ケ谷・山岸（島田
（島田商）
C 優勝橋
B 優勝鈴
優勝鈴木・石川（富士見） C
準優勝
女子Ａ 三好・平澤（伊東）
女子Ｂ 伊 藤 美・續（浜松市立）
女子Ｃ 大石・松下（磐田農）

C 優勝三浦
三浦・渡邉（沼津東
津東）
優勝増田・水鳥（藤枝西） C
A 優勝田
優勝田中美・八木（藤枝西） B 優勝増

平成 31 年 3 月 24 日～
第 47 回 全国高等学校選抜バドミントン大会
日～27 日
ひたちなか市総合運動公園総合体育館 笠松運動公園体育館
1－
１回戦 富士見
－3 西武台千葉（千葉）
１回戦 常葉大菊川 3－
－1 高松商業（香川）
常葉大菊川
1－
２回戦
－3 埼玉栄（埼玉）
【男子ダブルス】 １回戦 平岡・土井（富士見） 0-2 宇治・谷津（東大阪大学柏原）
0-2 古賀・青柳（福岡常葉）
【女子ダブルス】 １回戦 石黒・内田（星陵）
【男子シングルス】 １回戦 平岡 佑太（富士見） 2-0 山根（宇都宮北）
２回戦 平岡 佑太（富士見） 1-2 池端（熊本学園大附属）
0-2 宮崎（埼玉栄）
【女子シングルス】 １回戦 内田 優衣（星陵）

【男子団体】
【女子団体】

