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ごあいさつ
静岡県バドミントン協会

副理事長 井手

昌子

令和元年の静岡県バドミントン協会の役員改選に
伴い副理事長に就任しました井手でございます。
よろしくお願い致します。
私は、レディースバドミントン連盟の理事長にな
った 10 年前に県協会常任理事となり、県協会の活
動・運営に関わらせていただき、多大な事業運営・
資金面の大変さを直接感じました。
本年度も「70
本年度も「70 周年記念式典」、昨年に続き「日中
交流大会」などもありますので、県協会の役員は
じめ協会員が一丸となって事業遂行に取り組まな

第４回静岡県レディースバドミントン連盟
回静岡県レディースバドミントン連盟
夏季競技大会 令和元年６月１５日
令和元年６
日
静岡市北部体育館
1 部優勝 山本晴世・三井栄子
（ｽﾙｶﾞｳｨﾝｸﾞｽ・富士クラブ）
（ｽﾙｶﾞｳｨﾝｸﾞｽ・富士クラブ
）
準優勝 松浦妃佐乃・小林朋子（パワーズ・桔梗
松浦妃佐乃・小林朋子 パワーズ・桔梗）
第 3 位 小林昭子・小林美枝（桔梗）
小林昭子・小林美枝
2 部優勝 川口幸子・脇田直美（ステラビアンカ
川口幸子・脇田直美 ステラビアンカ）
準優勝 近藤七美子・鈴木舞子（ステラビアンカ
ステラビアンカ）
第 3 位 香泉智子・西島睦美（マリーノ）
香泉智子・西島睦美
）
3 部優勝 原田仁美・坂本美由紀（スプリングス
スプリングス）
準優勝 塚本千世登・塩津江里子（プリマドンナ
プリマドンナ）
第 3 位 稲葉珠美・牧内真美（スルガウィングス
（スルガウィングス）
55 以上 1･2 部
優勝 高山恵理子・遠藤弥生（桔梗）
高山恵理子・遠藤弥生
準優勝 大澤美樹・高橋寿美代
（ｽﾙｶﾞｳｨﾝｸﾞｽ ﾌﾟﾘﾏﾄﾞﾝﾅ）
（ｽﾙｶﾞｳｨﾝｸﾞｽ・ﾌﾟﾘﾏﾄﾞﾝﾅ）
第 3 位 篠ヶ谷浩子・村松綾乃（清水さつき
篠ヶ谷浩子・村松綾乃 清水さつき）

ければいけないと思います。
今後も色々な事業がある中で、県協会としては会
員増強・財源確保などの課題があります。その上
員増強・財源確保などの課題があります。その上
で静岡県会員全体の強化も必要かと思います。
役員として、このような現状を静岡県のバドミン
トン愛好者に周知していただき、事業に参加して
いただけるよう努力していきたいと思いますの

第 33 回東海レディースバドミントン大会
（個人戦）静岡県予選大会
令和元年 9 月 7 日（土）
エコパサブアリーナ

で、今後とも宜しくお願いいたします。
４５未満女子複 優勝 篠原 民幸・松浦
松浦 妃佐乃(パワーズ
パワーズ)
準優勝 小林 昭子・杉山
杉山 尚子(桔梗･フェアリーズ
桔梗･フェアリーズ
桔梗･フェアリーズ)
第三位 山岸 加奈子・佃
佃 奈保実(ジャーミィズ
ジャーミィズ)
第三位 高橋 寿美代・長倉
長倉 美奈子(プリマドンナ
プリマドンナ
プリマドンナ)
４５女子複 優勝 大石 貴美・落合
貴美
純子
純子(桔梗･シャトルズ
桔梗･シャトルズ)
準優勝 大塚 智恵子・木下
木下 有里(プリマドンナ
プリマドンナ)
第三位 平野 澄子・一條
一條 利加(ＣＬＥＡＲＳ･未来
ＣＬＥＡＲＳ･未来
ＣＬＥＡＲＳ･未来)
５０女子複 優勝 杉山 典恵・小林
典恵
朋子
朋子(フェアリーズ･桔梗
フェアリーズ･桔梗))
準優勝 河村 久美子・奥山
奥山 加奈子(ウィッシュ･ジャーミィズ
ウィッシュ･ジャーミィズ
ウィッシュ･ジャーミィズ)
第三位 河瀬 八生・木下
木下 由起子(北部クラブ
北部クラブ)
第三位 可児 恵美・遠藤
遠藤 恵子(プリマドンナ
プリマドンナ)
６０女子複 優勝
宇佐美 洋子・太田
太田 清子(桔梗･未来
桔梗･未来)
準優勝 石塚 美重子・伊藤
伊藤 ソノ子(スルガウィングス
スルガウィングス
スルガウィングス)

令和元年度 第３１回静岡県高等学校バドミントン選手権大会
令和元年８月２０日（火）

このはなアリーナ

一般男子ダブルス
優勝
早川・佐野（星陵）
準優勝 荒井・鈴木（星陵）
第３位 森・藤原（富士見）
第３位 髙栁・影山（星陵）
一般男子シングルス
優勝
早川倫矢（星陵）
準優勝 髙栁大輔（星陵）
第３位 佐野覚斗（星陵）
第３位 海野凌我（富士見）

優勝 早川・佐野（星陵）

優勝 早川倫矢（星陵）

優勝 鈴木彩也花（星陵）
鈴木彩也花（星陵）

一般女子ダブルス
優勝
石黒・内田優（星陵）
準優勝 岩本・鈴木（星陵）
第３位 深津・田中（藤枝西）
第３位 内田真・髙橋（星陵）
一般女子シングルス
優勝
鈴木彩也花（星陵）
準優勝 石黒愛莉（星陵）
有野颯太
有野颯太（清水桜が丘
清水桜が丘）
優勝 石黒・内田優（星陵）
阿部彩希（磐田南）
阿部彩希（磐田南）
第３位 秋山萌衣奈（常葉大菊川） １年生初心者男子シングルス
１年生初心者女子シングルス
第３位 内田優衣（星陵）
優勝
有野颯太（清水桜が丘） 優勝
阿部彩希（磐田南）
準優勝 河口響平（加藤学園）
第３位 髙木波弥（浜松聖星）
第３位 高橋颯汰（御殿場西）

準優勝 長尾星来（掛川東）
第３位 堀邊叶桜（浜松市立）
第３位 原田莉彩（沼津西）

高等学校総合体育大会バドミントン競技
第６６
６６回 東海
東海高等学校総合体育大会バドミントン競技
土）２３日
清水総合運動場体育館
令和元年６月２２日
令和元年６月２２日（土
２３日（日）
【男子学校対抗】
優 勝 富士見
準優勝 星陵

上位 4 チームが 11 月 9 日（土）東海大会本線
（三重県）に出場する資格を得る。

高松宮記念杯 第７０回全国高等学校バドミントン選手権大会
令和元年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会
令和元年７月３１日（水）～８月５日（月）熊本県 八代市 芦北町・八代市総合体育館
芦北町・八代市総合体育館
八代市東陽スポーツセンター
芦北町民総合センター
八代白百合学園高等学校 体育館

第３７回 全日本レディースバドミントン選手権大会
令和元年７月２６日－２８日 広島県立総合体育館
都道府県対抗 監督 井手昌子 コーチ 宮本智子 マネージャー 杉ゆき江
選手 小沢羽衣
小沢羽衣・太田川真希
太田川真希・伊藤祐佳
伊藤祐佳・松浦妃佐乃
松浦妃佐乃
橋本裕美
橋本裕美・落合純子
落合純子・三井栄子
三井栄子・小林朋子・
・杉ゆき江
予選リーグ 2 位
静岡県 2-1 長崎県
静岡県 1-2 新潟県
決勝トーナメント 1 回戦
静岡県 0-2 岡山県
クラブ対抗 監督 大澤美樹 コーチ 寺尾順子 マネージャー 白山眞由美
選手 寺尾順子
寺尾順子・中山伊佐子
中山伊佐子・竹下すみ子
竹下すみ子・碓井陽子
碓井陽子
増井ゆき子
増井ゆき子・近江明美
近江明美・稲葉珠美
稲葉珠美・牧内真美
牧内真美・佐野美咲
佐野美咲
予選リーグ 3 位
スルガウィングス 2-1 大宮チェリーズ（埼玉県）
スルガウィングス 0-3 勇羽飛（栃木県）
スルガウィングス 1-2 松江レディース（島根県）

富士見 第５位（ベスト８）
２回戦
3−1 村野工業（兵庫県）
３回戦
3−1 水島工業（岡山県）
準々決勝 0-3 浪岡（青森県）

男子複 平岡・土井（富士見） ２回戦敗退
竹田・森 （富士見） １回戦敗退
３回戦敗退（ベスト 32）
男子単 土井（富士見）
土井（富士見）３回戦敗退（ベスト
早川（星陵） １回戦敗退
女子学校対抗 常葉大菊川 １回戦敗退
女子複 石上・鈴木（常葉大菊川）第９位（ベスト 16）
16
石黒・内田（星陵） ３回戦敗退（ベスト 32）
32
３回戦敗退（ベスト 32）
女子単 鈴木（星陵）
石上（常葉大菊川）
２回戦敗退

