
     

飛躍する、プレーヤーを応援!! 

第１３回しずおかスポーツフェスティバルバドミントン競技 静岡団体戦 

令和元年９月１５日 静岡市北部体育館 

Ａ ①ＨＡＲＩＢＯ②チームＭ③WHITE WING Ｎ 

Ｂ ①インフィニティ②WHITE WING O③チョビ太 

Ｃ ①ﾄﾞﾗｺﾞﾝ ﾌｯｸ②ばど民月組③NSBC 

Ｄ ①チーム M＋②小関組③WHITE WING Ｈ 

Ｅ ①岡部ＢＣ②シャトルウェーブ③ばど民星組 

Ｆ ①大里東ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ②ノリマティ－ズ③ばど民宙組 

Ｇ ①すずめ②ばど民花組③ケイワイ 

Ｈ ①SBS②有度クラブ③竜爪ＣＳＣ 

ベスト 8 

35 歳男子ダブルス  尾崎弘一・永井大吉 

35 歳男子シングルス 栗佑貴 

60 歳男子ダブルス  大石千利・杉本隆義 

60 歳男子シングルス 芹澤英彦 

70 歳女子ダブルス  山城芳子・林睦代 

ベスト 16 

35 歳男子シングルス 窪田将樹 

35 歳女子シングルス 中山祐美 

40 歳混合ダブルス  長谷川武史・山崎亜希 

45 歳男子ダブルス  伊藤剛・落合佐多央 

60 歳男子シングルス 岩城保久 

65 歳男子シングルス 増田英雄 

第１２回静岡県小学生バドミントン大会 

令和元年９月１４日（土）吉田町総合体育館 吉田特別支援学校体育館 
 

優勝 準優勝 

6 年以下 MD 藤原豪己・山田朔 どんぐり 梅原歩志・望月春希 富士山バド 

5 年以下 MD 山下陸翔・西山絢兜 富士中央バド 青島士恩・中野開仁 岩松ジュニア 

4 年以下 MD 柘植太壱・小宅瑛人 藤枝ジュニア 野崎瑛太・森光唯人 沼津ジュニア 

3 年以下 MD 山下瑛翔・住吉朝陽 富士中央バド 鈴木彪吾・山田源 どんぐり 

6 年以下 WD 大村寧音・西野綾華 広幡バド 伊藤蒼来・佐々木美羽 ＮＳＹＦｕｊｉ 

5 年以下 WD 天野祐希・長谷川翼咲 広幡バド 五十右夕芽・安間心咲 広幡バド 

4 年以下 WD 清未玲亜・佐藤花奈 富士山バド 加藤好夏・折原楓菜 島田六合 

3 年以下 WD 松浦愛珠・黒田遥香 広幡バド 馬飼野心咲・遠藤莉菜 富士山バド 

 

 優勝 準優勝 

6 年以下 MS 梅原歩志 富士山バド 山田朔 どんぐり 

5 年以下 MS 勝又悠翔 SBC スクール 山下陸翔 富士中央 

4 年以下 MS 柘植太壱 藤枝ジュニア 横山真士 大井川Ｊｒ 

3 年以下 MS 山下瑛翔 富士中央バド 伊井亜藍 島田六合 

1.2 年以下 MS 勝又陽翔 SBC スクール 山田源 どんぐり 

6 年以下 WS 村越七海 大井川Ｊｒ 西野綾華 広幡バド 

5 年以下 WS 天野祐希 広幡バド 五十右夕芽 広幡バド 

4 年以下 WS 長谷川翼咲 広幡バド 良知さあや 広幡バド 

3 年以下 WS 黒田遥香 広幡バド 馬飼野心咲 富士山バド 

1.2 年以下 WS 五十右帆香 広幡バド 富永夕都 富士中央 

 

静岡県勢の主な成績 

第２４回東海小学生バドミントン大会静岡県予選団体戦 

令和元年１１月３０日（土）吉田町総合体育館 

（7） 

第２８回全国小学生バドミントン選手権大会 

徳島県鳴門市 令和元年１２月２３日～２５日 準優勝  

35 歳混合ダブルス 

尾崎弘一・布目沙矢香 

60 歳男子ダブルス 

佐野明彦・芹澤英彦 

3 位 

60 歳混合ダブルス 

大石千利・佐藤恵子 

（２） 

第３６回全日本シニアバドミントン選手権大会 

2019 年 11 月 21 日～2019 年 11 月 24 日 福島県･郡山市、福島市、二本松市･ほか 

開会式の様子 

開会式の様子 

第１１６回 静岡県教職員バドミントン大会 令和元年 10 月 14 日 富士市立体育館 

▽一般・年代別男子①吉原隆・小川雅彦（島田商・東源台小） 

▽初心者男子 1・2 部①中野直己・石田朋志（裾野西小） 

▽一般女子①植田恵子・高橋万浦（清水小・佐束小） 

▽一般・初心者 2 部女子Ａ①久米彩奈・関涼日（藤枝特支） 

▽一般・初心者 2 部女子Ｂ①近藤佑美・稲葉美樹（富士南小・岩松中） 

▽ミックス 1 部①杉浦正樹・清光里（富士特支） 

▽ミックス 2 部①海野将司・稲葉美樹（富士南中・岩松中） 

男子団体 ベスト 16 

女子団体 １回戦敗退 

 

４年生以下女子シングルス 

 ５位入賞 長谷川 翼咲 

４年生以下男子ダブルス 

山下瑛翔・西山絢兜  １回戦敗退 

東海大会出場チーム（男子）１位 SBC スクール   ２位 どんぐり A ３位 富士中央 

 ４位 藤枝ジュニア   ５位 富士山   ６位 岩松ジュニア 

東海大会出場チーム（女子）１位 広幡バドキッズＡ ２位 富士山 A  ３位 島田六合ジュニア 

４位 岩松ジュニア ５位 藤枝ジュニア ６位 西豊田ジュニア A ７位 羽球大井川 ８位 富士中央 

第１３回しずおかスポーツフェスティバルバドミントン競技 西部団体戦 

令和元年１０月６日 磐田市アミューズ豊田 

クラブ・一般対抗 1 部 ①シヤトルズ TC②羽楽の愉快な仲閻たち③FBI③BC 樹 

シニアリーグ     ①令和に乾杯！②西山口口一口＆ローラ③勝つちゃんず 

第１３回しずおかスポーツフェスティバルバドミントン競技 東部大会 

令和元年９月２２日 三島市民体育館 

２部 

①オレンジ 

①ＲＥＤ ＷＩＮＧＳ 

③ＴＭＢＣ 

３部 

①ＮＫ－２ 

②Love ALL mint 

③ＨＭＩ 

４部 ①バドフォーレ②お気楽フレンズ easy-going③チームサンタ 

５部 ①旭化成ファーマ②お気楽フレンズ にしいず③サウス 

男子優勝 SBC スクール              女子優勝広幡バドキッズ 


