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ホストタウン功労者への感謝状贈呈式

第３３回東海小学生バドミントン選手権大会
第３３回東海小学生バドミントン選手権大会 個人戦 予選会
令和３
３年８月７日
日（土） 東遠カルチャーパーク総合体育館「さんりーな」

日時：令和 3 年 12 月 23 日（木）
日（木）午後４時
午後４時
場所：静岡市役所静岡庁舎新館８階 市長公室
静岡県バドミントン協会は、静岡市のホストタウンとしての取り
組みの中で、スペインバドミントンチームの合宿への選手や役員の
組みの中で、スペインバドミントンチームの合宿への選手や役員の
派遣さらには、スペイ
スペイン
ンU-19 の技術的指導やスペインバドミントン、
パラバドミントン選手への応援動画作成の為のバドミントン体験
教室などの交流事業に協力した事を評価いただき、ホストタウン功
労者感謝状を頂きました。
※ホストタウン表彰
内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリン
ピック競技大会推進本部事務局長及び内閣官房東京
オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技
大会推進本部事務局企画・推進統括官による賞状等
の交付は、ホストタウンの推進に貢献した個人又は
団体に対して、その功績をたたえることにより、
機運の醸成や遺産（レガシー）の創出の更なる進展
に寄与することを目的とする

クラブ紹介

静岡英和女学院中学校
静岡英和女学院中学校バドミントン部
バドミントン部

顧問

宅和

昌伸

静岡英和女学院中学校のバドミントン部では、２年生５人、１年
静岡英和女学院中学校のバドミントン部では、２年生５人、１年生３人の８人で活動をしています。
生３人の８人で活動をしています。
私たちの学校は中学・高校があり、普段高校生と一緒に練習ができます。たくさんのアドバイスを
もらいながら、中学目標の東海大会団体戦出場を目指して日々努力をしています。
練習内容はアップ、ノック、パターン、ゲームなど、ひとつひとつの練習で意識するポイントを確認
しあいながら練習をしています。
中高全体のチームスローガンである「愛されるチーム」を目指して、
学校行事への参加や、休日は練習が始まる前に学校周りのゴミ拾いな
どにも積極的に取り組んでいます。新型コロナウィルスの影響で合同
練習や大会に制限がある中ですが、こうして恵まれた環境で練習がで
きていることや、応援してくださる多くの人たちへの感謝を忘れずに
これからも練習に励んでいきたいです。また、東海大会団体戦出場が
実現できるよう、多くのことを経験し、吸収していきたいです。
部長 新村眞子

クラブ紹介

伊東市立南中学校バドミントン部

顧問

谷平

6 年男子ダブルス
年男子ダブルス
優勝 柘植 太壱・伊藤 駿翔(広幡)
駿翔
二位 鈴木 一嘉・小林 司(どんぐり)
司
三位 野崎 瑛太・工藤 駿平(沼津)
駿平
四位 水間 昴・杉本 澪(西豊田
西豊田)
5 年男子ダブルス
年男子ダブルス
優勝 山下 瑛翔・西山 絢兜(富士中央
絢兜 富士中央)
二位 松村 朔春・駒坂 航士(御殿場)
航士
三位 斉藤 翔真・齋藤 崇成(ワールド
崇成 ワールド)
四位 井手上 慶吾・渡邊 玄悠(富士山
富士山)
4 年男子ダブルス
年男子ダブルス
優勝 渡邉 修万・佐野 尚輝(富士山)
尚輝
二位 鈴木 奏哉・黒田 颯真(広幡)
颯真
三位 中山 義生・北川 昊瑛(御殿場)
昊瑛
四位 鈴木 靖乃亮・中川 健(どんぐり
どんぐり)
6 年女子ダブルス
年女子ダブルス
優勝 加藤 好夏・折原 楓菜(島田六合
楓菜 島田六合)
二位 尾崎 智那・小城 あおい(湖西)
あおい
三位 村松 京華・吉永 優菜(吉田)
優菜
四位 小柳出莉歩・菊池ひより(ワールド
小柳出莉歩・菊池ひより ワールド)
5 年女子ダブルス
年女子ダブルス
優勝 黒田 遥香・松浦 愛珠(広幡)
愛珠
二位 比江島 紗英・岡村 心花(広幡)
三位 馬飼野 心咲・遠藤 莉菜(富士山
富士山)
四位 大石 帆夏・佐藤 里桜(島田六合
里桜 島田六合)
4 年女子ダブルス
年女子ダブルス
優勝 伴 茉那香・樋口 栞(湖西)
栞
二位 富永 夕都・阿部 楓(富士中央)
楓
三位 田巻 亜夢・花田 珠菜(富士山)
珠菜
四位 中野 仁恋・望月 麻衣(広幡)
麻衣

個人戦)に出場となります
上記の選手が東海大会
上記の選手が東海大会(個人戦
に出場となります

男女ダブルス・男女シングルス
の皆さん
男女ダブルス・男女シングルス入賞者の皆さん

第２５回東海小学生バドミントン大会 団体戦 静岡県予選会
令和３年１１月１３日 御殿場市体育館

通

私たち伊東市立南中学校バドミントン部は、現在、男女合わせて二十四名の部員が所属しており、
個々の目標に向かって日々練習に励んでいます。
現在の目標は、男女ともに東海大会出場です。この目標の達成に向けて、どのような練習をしたら
現在の目標は、男女ともに東海大会出場です。この目標の達成に向けて、どのような練習をしたら、
自分たちが強くなれるかをよく考え、一人一人の技術、体力の向上に努めています。
バドミントンを通して、楽な方に逃げ
ないで辛い方を選び、それがいつか自
分に返ってくると信じ、強い意志をも
って日々の練習に取り組んでいきたい
です。また、顧問の先生方や南中バド
ミントン部のＯ
ミントン部のＯＢやＯＧの方々など、
ＢやＯＧの方々など、
指導してくれる方や支えてくれる人た
ちへの感謝の気持ちを忘れずに努力し
ていきたいと思います。

6 年男子シングルス
シングルス
優勝 横山 真士(吉田
吉田)
二位 畑岡 優成(ワールド
ワールド)
三位 大角 菖馬(岩松
岩松)
四位 遠藤 航(吉田)
5 年男子シングルス
シングルス
優勝 剣持 蓮(ＳＢＣ
ＳＢＣ)
二位 伊井 亜藍(広幡
広幡)
三位 鈴木 彪吾(どんぐり
どんぐり)
四位 住吉 朝陽(富士中央
富士中央)
4 年男子シングルス
シングルス
優勝 勝又 陽翔(ＳＢＣ
ＳＢＣ)
二位 伊藤 龍護(広幡
広幡)
三位 山田 源(どんぐり
どんぐり)
四位 石井 良磨(西豊田
西豊田)
6 年女子シングルス
シングルス
優勝 良知 さあや(広幡
広幡)
二位 小川 亜胡(ＮＳＹ
ＮＳＹ)
三位 清 未玲亜(富士山
富士山)
四位 中野 寧音(広幡
広幡)
5 年女子シングルス
シングルス
優勝 御宿 芽衣(御殿場
御殿場)
二位 内薗 杏那(島田六合
島田六合)
三位 日下部 里瑠(岩松
岩松)
四位 中島 椿(西豊田
西豊田)
4 年女子シングルス
シングルス
優勝 五十右 帆香(広幡
広幡)
二位 小林 陽与吏(どんぐり
どんぐり)
三位 米山 心彩(富士中央
富士中央)
四位 池田 琳(島田六合
島田六合)

男子団体戦（１複２単）

女子団体戦（１複２単）

優 勝 富士中央バドミントンクラブ

優 勝 広幡バドキッズ

準優勝 広幡バドキッズ
３ 位 どんぐりジュニア

準優勝 富士山バドミントンクラブ
３ 位 島田六合ジュニアバドミントンクラブ

男女団体 優勝のメンバー

