
 
    

男子シングルス 

優勝  勝又翔哉（御殿場高根） 

準優勝 天野遥（焼津大村） 

３位  山本脩太（沼津金岡） 

４位  勝又継心（御殿場） 

女子シングルス 

優勝  長谷川幸咲（藤枝広幡） 

準優勝 石井琴巳（伊東門野） 

３位  夏賀美羽（藤枝青島北） 

４位  緒方彩月（伊東門野） 

男子ダブルス 

優勝  堀井俊志・堀井亮志（藤枝青島） 

準優勝 石渡寛大・鶴岡成々斗（伊東南） 

３位  松木駿弥・渡辺基晴（富士根南） 

４位  山本信粋・石川心海（富士根南） 

女子ダブルス 

優勝  橋本結衣・村井心優（伊東南） 

準優勝 井原理緒・大畑ゆら（藤枝広幡） 

３位  畑岡穂香・山本美月（伊東南） 

４位  服部花音・田中花実（富士宮二） 

第１０回 静岡県中学生バドミントン新人大会 

 令和元年１０月１９日 富士川体育館等 

主 催 一般社団法人日本障がい者バドミントン連盟 

後 援 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 

パラリンピック委員会・公益財団法人日本バドミントン協会 

ID7 男子ダブルス 準優勝 遠藤聖也・渡辺 力 

第５回ダイハツ日本障がい者バドミントン選手権大会 

令和元年１２月１４・１５日  千葉ポートアリーナ 

 

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 エコパサブアリーナ 

第３３回東海レディースバドミントン大会（個人戦） 

令和元年１１月９日（土）三重県サオリーナ 

４５歳未満複 

優勝  篠原・松浦(パワーズ) 

準優勝 小林・杉山(桔梗･フェアリーズ) 

三位  山岸・佃(ジャーミィズ) 

４５歳複 

優勝  大石・落合(桔梗･シャトルズ) 

準優勝 大塚・木下(プリマドンナ) 

三位  平野・一條(ＣＬＥＡＲＳ･未来) 

５０歳複 

優勝  杉山・小林(フェアリーズ･桔梗) 

準優勝 河村・奥山(ウィッシュ･ジャーミィズ) 

三位  河瀬・木下(北部クラブ) 

６０歳複 

優勝  宇佐美・太田(桔梗･未来) 

準優勝 石塚・伊藤(スルガウィングス) 

４５歳未満複 優勝        ４５歳複 優勝         ５０歳複 優勝       ６０歳複 優勝 

男子団体 1 部 優勝 静岡大学 A  

2 位 静岡大学浜松 A 3 位 静岡大学浜松 B 

男子団体 2 部 優勝 静岡大学 B 

2 位 日本大学 B 3 位 常葉大学静岡 A 

女子団体 1 部 優勝 常葉大学静岡 A  

2 位 静岡大学 A 3 位 静岡県立大学 A 

女子団体 2 部 優勝 東海大学海洋学部 A 

2 位 常葉大学静岡 C 3 位 静岡県立大学 B 

【一部】 優勝 静岡県立大 A 

準優勝 東海大海洋学部 A 

三位  静岡県立大 B 
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第７回会長杯争奪静岡県学生バドミントン選手権大会 

令和元年 12 月 14、15 日 静岡大学体育館 

（3） 

４５歳未満 準優勝 篠原 民幸・松浦 妃佐乃（静岡・パワーズ） 

５０歳以上 優勝  杉山 典恵・小林 朋子 （静岡・フェアリーズ・桔梗） 

５５歳以上 ３位  大澤 美樹・碓井 陽子 （静岡・スルガウィングス） 

今後もパラバドミントンの普及を目指して取り組んでいきます。 

令和元年度静岡県高等学校新人大会バドミントン競技 学校対抗・個人戦 

令和元年 10 月 19 日・20 日・26 日・27 日沼津市民体育館 静岡市立清水桜が丘高校 

男子学校対抗 優勝 星陵高校 

準優勝 富士見高校 

３位  御殿場西高校 

女子学校対抗 優勝 星陵高校 

準優勝 常葉大菊川高校 

３位  藤枝西高校 

【二部】 優勝 東海大海洋学部 B 

準優勝 常葉大静岡 D 

三位  静岡県立大 C 

男子団体 1 部 優勝 静岡大学 A    女子団体 1 部 優勝 常葉大学静岡 A 

第５６回静岡県大学バドミントン選手権大会 

令和元年 10 月 5 日、6 日、20 日 静岡大学体育館・東海大学体育館 

２年男子ダブルス 

優勝  早川倫矢・高柳大輔（星陵） 

準優勝 影山幸紀・佐野覚斗（星陵） 

３位  森遼太・藤原壮汰（富士見） 

２年男子シングルス 

優勝  高柳大輔（星陵） 

準優勝 佐野覚斗（星陵） 

３位  早川倫矢（星陵） 

２年女子ダブルス 

優勝  石黒愛莉・内田優衣（星陵） 

準優勝 岩本夏林・鈴木彩也花（星陵） 

３位  内田真緒高橋理帆（星陵） 

２年女子シングルス 

優勝  鈴木彩也花（星陵） 

準優勝 石黒愛莉（星陵） 

３位  内田優衣（星陵） 

１部優勝 静岡県立大 A ２部優勝 東海大海洋学部 B 

１年男子ダブルス 優勝  高木波弥・佐藤蒼汰（浜松聖星） 

準優勝 田中将平・宇野陽佑（韮山） 

１年男子シングルス優勝  高木波弥（浜松聖星） 

準優勝 山口玲（焼津水産） 

１年女子ダブルス 優勝  奥山祥・島未沙季（富士東） 

準優勝 池ヶ谷まみ・望月晴（静岡商） 

１年女子シングルス優勝  奥山祥（富士東） 

準優勝 阿部彩希（磐田南） 

新人男子シングルス 

優勝  原田悠大（清水小島） 

準優勝 寺田來斗（富士根南） 

３位  吉澤真太郎（富士宮二） 

３位  井本風雅（伊東南） 

新人女子シングルス 

優勝  新井風花（静岡大里） 

準優勝 西田奈夏（常葉大菊川） 

３位  福原梨心（伊東門野） 

３位  安齊四季（富士根南） 

男子優勝 星陵高校 女子優勝 星陵高校 

男子ダブルス優勝 女子ダブルス優勝 女子シングルス優勝 


