
  

 静岡市立大里中学校のバドミントン部は、８月に３年生が引退し、現在は２年生２名、１年生１４名、計１６名で活動

しています。「不撓不屈（困難にあっても、ひるまずくじけないこと）」をスローガンに、誰にでも認められ、応援される

部活動になるよう、部員一丸となって頑張っています。

平日の練習はランニング、筋トレや基礎打ち、手投げなどの基本練習

を中心に行い、休日の練習は、基礎的な練習以外にも、実践的なパタ

ーン練習やゲーム練習などを行っています。特に平日の練習は、二年

生が中心となり、練習メニューを考えたり、一年生の中に入り

ったりするなど、限られた時間、場所の中で工夫して練習しています。

中学校からバドミントンを始めた初心者が多いですが、県大会で一本

でも多く勝てるよう日々の練習を大切に、そしてバドミントンを通して、

人として成長できるように、これからも活動をしていきます。

クラブ紹介

 星陵中学校バドミントン部は現在、男子３人と女子７人が所属しており、高校生と共に練習に励んでいます。

バドミントン技術を向上させ大会で勝利することに加え、アスリートして、人として成長していくことを大切にしている

チームです。練習メニューは基本的に高校生と同様で、高校生と打ち合ったり、高校生の姿を間近で見たりするこ

とが、中学生にとって大きな刺激となっています。しかし、中学生だからと言って遠慮して、練習に参加することはあ

りません。

あくまでも自分自身の力で成長していくということを力強く願い、中学

生一人ひとりの夢や目標の達成を目指しています。今は、県大会の上

位や東海大会で勝利できる選手となり、夏の全中に出場するために一

生懸命に練習に取り組んでいます。そして、その先には、人として大き

く成長できたり、かけがえのない仲間ができたりするなど、人生を豊か

にしてくれる何かを得ることができると信じています。星陵バドミントン部

一丸となって頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。

クラブ紹介
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３位 市川亮一（清水小島）

女子ダブルス

優勝 海野碧彩（静岡大里）

２位 中島瑠々（常葉大菊川）

３位 新井麻由

３位 石川蒼空（静岡大里）

月 17 日（男子）

新人

静岡市立大里中学校のバドミントン部は、８月に３年生が引退し、現在は２年生２名、１年生１４名、計１６名で活動

しています。「不撓不屈（困難にあっても、ひるまずくじけないこと）」をスローガンに、誰にでも認められ、応援される

星陵中学校バドミントン部は現在、男子３人と女子７人が所属しており、高校生と共に練習に励んでいます。

バドミントン技術を向上させ大会で勝利することに加え、アスリートして、人として成長していくことを大切にしている

チームです。練習メニューは基本的に高校生と同様で、高校生と打ち合ったり、高校生の姿を間近で見たりするこ

とが、中学生にとって大きな刺激となっています。しかし、中学生だからと言って遠慮して、練習に参加することはあ

洋平 

男子ダブルス 

小川日柊(伊東門野

百瀬巧惟(伊東門野

海野要(静岡井川

市川亮一（清水小島）

女子ダブルス 

海野碧彩（静岡大里）

中島瑠々（常葉大菊川）

新井麻由(富士宮井之頭

石川蒼空（静岡大里）

日（男子）24 日（女子）

新人男子 シングルス

静岡市立大里中学校のバドミントン部は、８月に３年生が引退し、現在は２年生２名、１年生１４名、計１６名で活動

しています。「不撓不屈（困難にあっても、ひるまずくじけないこと）」をスローガンに、誰にでも認められ、応援される

星陵中学校バドミントン部は現在、男子３人と女子７人が所属しており、高校生と共に練習に励んでいます。 

バドミントン技術を向上させ大会で勝利することに加え、アスリートして、人として成長していくことを大切にしている

チームです。練習メニューは基本的に高校生と同様で、高校生と打ち合ったり、高校生の姿を間近で見たりするこ

とが、中学生にとって大きな刺激となっています。しかし、中学生だからと言って遠慮して、練習に参加することはあ

伊東門野) 

伊東門野) 

静岡井川) 

市川亮一（清水小島） 

海野碧彩（静岡大里） 

中島瑠々（常葉大菊川） 

富士宮井之頭) 

石川蒼空（静岡大里） 

日（女子） 

シングルス ベスト４ 

 

 

 
  

男子シングルス

女子シングルス

        

第２回日本知的障がい者バドミントン選手権大会

第１４回全日本レディースバドミントン競技大会（個人戦）

２部 F ブロック（１０６～１１０歳）

２部 K ブロック（２人とも６５歳以上）

第５７回静岡県レディースバドミントン連盟冬季競技大会

 １部 優勝

準優勝 三井栄子

３位 大石貴美・臼井純子

４位 小林朋子・小林美枝

２部 優勝

準優勝 近江明美・牧内真美

３位 岩崎都志恵

４位 堀部少美・高田淳子

３部 優勝

準優勝 塩津江里子・太田智子

３位 伊沢広美・平井文恵

４位 石野あさ子

４部 優勝

準優勝 大石貴美子・堀井絵理

令和 2 年度
静岡大学静岡キャンパス

14 日 男子

15 日 男子

男子 1 部団体戦

一位 静岡大学静岡キャンパス

二位 静岡大学浜松キャンパス

三位 浜松医科大学

女子１部団体戦

一位 常葉大学静岡キャンパス

二位 静岡県立大学

三位 静岡大学

男子 2 部団体戦

一位 常葉大学静岡キャンパス

二位 常葉大学浜松キャンパス

三位 日本大学

女子 2 部団体戦

一位 常葉大学浜松キャンパス

二位 静岡大学

三位 浜松医科大学

男子団体

２位 岩松ジュニアバドミントンクラブ

３位 どんぐりジュニア

女子団体

２位 ＮＳＹＦｕｊｉバドミントンクラブ

３位 西豊田ジュニアバドミントンクラブ

第２５回東海小学生バドミントン大会静岡県予選団体戦

男子シングルス 

女子シングルス 

        

第２回日本知的障がい者バドミントン選手権大会

第１４回全日本レディースバドミントン競技大会（個人戦）

ブロック（１０６～１１０歳）

ブロック（２人とも６５歳以上）

回静岡県レディースバドミントン連盟冬季競技大会

優勝 篠原民幸・松浦妃佐乃

三井栄子(富士クラブ

大石貴美・臼井純子

小林朋子・小林美枝

優勝 鈴木舞子

近江明美・牧内真美

岩崎都志恵(北部クラブ

堀部少美・高田淳子

優勝 松本さとみ・横山里子

塩津江里子・太田智子

伊沢広美・平井文恵

石野あさ子(ウイッシュ

優勝 鶴間純子・石神智香

大石貴美子・堀井絵理

年度 静岡県学生選手権大会
静岡大学静岡キャンパス

男子 1 部 2 部大会（前半）

男子 1 部 2 部大会（後半）

部団体戦 

静岡大学静岡キャンパス

静岡大学浜松キャンパス

浜松医科大学 A

女子１部団体戦 

常葉大学静岡キャンパス

静岡県立大学 A

静岡大学 A チーム

部団体戦  

常葉大学静岡キャンパス

常葉大学浜松キャンパス

日本大学 B チーム

部団体戦  

常葉大学浜松キャンパス

静岡大学 B チーム

浜松医科大学 B

男子団体 優勝 ＳＢＣスクール

岩松ジュニアバドミントンクラブ

どんぐりジュニア

女子団体 優勝 広幡バドキッズ

ＮＳＹＦｕｊｉバドミントンクラブ

西豊田ジュニアバドミントンクラブ

回東海小学生バドミントン大会静岡県予選団体戦

 遠藤聖也

 森 舞雪

        鈴木 舞

第２回日本知的障がい者バドミントン選手権大会

第１４回全日本レディースバドミントン競技大会（個人戦）

ブロック（１０６～１１０歳）

ブロック（２人とも６５歳以上）

回静岡県レディースバドミントン連盟冬季競技大会

篠原民幸・松浦妃佐乃

富士クラブ)・山本晴世

大石貴美・臼井純子(桔梗) 

小林朋子・小林美枝(桔梗) 

鈴木舞子(ｽﾃﾗﾋﾞｱﾝｶ)・中澤沙友里

近江明美・牧内真美(ｽﾙｶﾞｳｨﾝｸﾞｽ

北部クラブ)・山岸加奈子

堀部少美・高田淳子(ウイッシュ

松本さとみ・横山里子

塩津江里子・太田智子(プリマドンナ

伊沢広美・平井文恵(さつき

ウイッシュ)・永山真由美

鶴間純子・石神智香

大石貴美子・堀井絵理(プリマドンナ

静岡県学生選手権大会
静岡大学静岡キャンパス 8 日 男子

部大会（前半） 

部大会（後半） 

静岡大学静岡キャンパス A チーム

静岡大学浜松キャンパス A チーム

A チーム 

常葉大学静岡キャンパス A チーム

A チーム 

チーム 

常葉大学静岡キャンパス B チーム

常葉大学浜松キャンパス A チーム

チーム 

常葉大学浜松キャンパス B チーム

チーム 

B チーム 

ＳＢＣスクール

岩松ジュニアバドミントンクラブ

どんぐりジュニア 

広幡バドキッズ

ＮＳＹＦｕｊｉバドミントンクラブ

西豊田ジュニアバドミントンクラブ

回東海小学生バドミントン大会静岡県予選団体戦

遠藤聖也 ベスト 6

舞雪 第 3 位 

舞 第 4 位 

第２回日本知的障がい者バドミントン選手権大会

第１４回全日本レディースバドミントン競技大会（個人戦）

ブロック（１０６～１１０歳）  ベスト

ブロック（２人とも６５歳以上） ベスト

回静岡県レディースバドミントン連盟冬季競技大会

篠原民幸・松浦妃佐乃(パワーズ

・山本晴世(ｽﾙｶﾞｳｨﾝｸﾞｽ

 

 

・中澤沙友里

ｽﾙｶﾞｳｨﾝｸﾞｽ) 

・山岸加奈子(ｼﾞｬｰﾐｨｽﾞ

ウイッシュ) 

松本さとみ・横山里子(ウイッシュ

プリマドンナ

さつき BC) 

・永山真由美(ｼﾞｬｰﾐｨｽﾞ

鶴間純子・石神智香(プリマドンナ

プリマドンナ

静岡県学生選手権大会 団体戦
男子 3 部女子 2

 

 

チーム 

チーム 

チーム 

チーム 

チーム 

チーム 

ＳＢＣスクール 

岩松ジュニアバドミントンクラブ 

広幡バドキッズ 

ＮＳＹＦｕｊｉバドミントンクラブ

西豊田ジュニアバドミントンクラブ

回東海小学生バドミントン大会静岡県予選団体戦

6 

第２回日本知的障がい者バドミントン選手権大会 令和

第１４回全日本レディースバドミントン競技大会（個人戦）

ベスト 8 山本晴世（スルガウィングス）・小林朋子（桔梗）

ベスト 8 宇佐美洋子（桔梗）・太田清子（未来）

回静岡県レディースバドミントン連盟冬季競技大会

パワーズ) 

ｽﾙｶﾞｳｨﾝｸﾞｽ) 

・中澤沙友里(ｳｪﾝﾃﾞｨ) 

ｼﾞｬｰﾐｨｽﾞ) 

ウイッシュ) 

プリマドンナ) 

ｼﾞｬｰﾐｨｽﾞ) 

プリマドンナ) 

プリマドンナ) 

団体戦   令和
常葉大学浜松キャンパス

静岡大学浜松キャンパス

2 部大会 

男子 3 部団体戦

一位 浜松医科大学

二位 浜松医科大学

三位 静岡大学静岡キャンパス

 

ＮＳＹＦｕｊｉバドミントンクラブ 

西豊田ジュニアバドミントンクラブ 

回東海小学生バドミントン大会静岡県予選団体戦

男子団体

男子

男子

令和 2 年 11 月

第１４回全日本レディースバドミントン競技大会（個人戦） 

山本晴世（スルガウィングス）・小林朋子（桔梗）

宇佐美洋子（桔梗）・太田清子（未来）

回静岡県レディースバドミントン連盟冬季競技大会 令和

3部 

令和 2 年 11

常葉大学浜松キャンパス

静岡大学浜松キャンパス

部団体戦 

浜松医科大学 B

浜松医科大学 C

静岡大学静岡キャンパス

回東海小学生バドミントン大会静岡県予選団体戦 令和 2

男子団体 優勝ＳＢＣスクール

男子 2 部団体戦 優勝

男子 1 部団体戦 優勝

遠藤聖也

月 8 日 清水ナショナルトレーニングセンター

 令和元年

山本晴世（スルガウィングス）・小林朋子（桔梗）

宇佐美洋子（桔梗）・太田清子（未来）

令和 2 年 1 月

１部 

優勝者の皆さん

1 月 8 日～15

常葉大学浜松キャンパス 9

静岡大学浜松キャンパス 15

B チーム 

C チーム 

静岡大学静岡キャンパス C チーム

2 年 11 月 21

ＳＢＣスクール 

優勝 

優勝 

遠藤聖也選手    

ナショナルトレーニングセンター

令和元年 12 月 6 日～

山本晴世（スルガウィングス）・小林朋子（桔梗）

宇佐美洋子（桔梗）・太田清子（未来）

月 18 日（土）エコパサブ

優勝者の皆さん

15 日 

日 女子１部大会（前半）

15 日 女子１部大会（後半）

チーム 

21 日（土）吉田町総合体育館

女子団体優勝

女子 1 部団体戦

女子 2 部団体戦

   森 舞雪選手

（3）

ナショナルトレーニングセンター

日～8 日福井県

山本晴世（スルガウィングス）・小林朋子（桔梗）

宇佐美洋子（桔梗）・太田清子（未来） 

日（土）エコパサブ

優勝者の皆さん 

２部

4 部

女子１部大会（前半）

女子１部大会（後半）

日（土）吉田町総合体育館

女子団体優勝広幡バドキッズ

部団体戦 優勝 

部団体戦 優勝 

舞雪選手(左)・鈴木舞選手

） 

ナショナルトレーニングセンター 

日福井県 

 

日（土）エコパサブ 

２部 

部 

 

女子１部大会（後半） 

日（土）吉田町総合体育館 

広幡バドキッズ 

・鈴木舞選手(右) 


