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静岡県バドミントン協会 

静岡県立科学技術高校バドミントン部 

第２２回全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会  

【大会期間：令和 4 年 2 月 11 日～13 日 於）岡山市総合文化体育館】が中止になりました。 

第２７回静岡県レディースバドミントン連盟会長杯（団体戦） 
令和 4年 3月 12 日（土） 富士川体育館 感染対策を行い開催 

コロナ感染症により 

中止された大会 
第５９回冬季レベル別大会

（個人戦） 

エコパサブアリーナ中止 

令和 4 年 1 月 23 日(日） 

 

Ａブロック １位 富士クラブＡ 

（橋本裕美 橋口知美 石原美里 太田川真希山城葉月 野田彩夏） 

２位 パワーズ(篠原 松浦 石田 中山 宮本 石川） 

３位 桔梗（小林昭 小林美 杉本 小林朋 橋口 高山 宇佐美） 

Ｂブロック  １位 プリマドンナＡ 

（大塚智恵子 木下有里 可児恵美 遠藤恵子 長倉美奈子 平松冨美江） 

２位 ロコソラ・ウィッシュ（山田 山下 橋口平井 高田 山本） 

３位 フェアリーズ（杉山典 高木 杉山尚 石井 渡邊 山田 川鶴） 

Ｃブロック  １位 清水さつき 

（杉山江美奈 飯田彩乃 原田順子 望月悦子 望月美枝 村松綾乃 春田百合子） 

２位 プリマドンナＢ（伊藤 高 h氏 山田 半田 石上 高島） 

３位 すてら・どぅーえ（障子 田代 吉川 若林 渡邉 浦山） 

■クラブ対抗■ 

１位 プリマドンナ  （平松冨美江 可児恵美 遠藤恵子 大塚智恵子 木下有里 長倉美奈子） 

２位 スルガウィングス  （寺尾 竹下 碓井 増井 近江 佐川 稲葉 白山 宮原） 

３位 ステラビアンカ  （大石 小木曽 掛橋 川口 中野 毛利 脇田 渡邉） 

４位 マリーノ   （西島 山下 佐藤 山口 中村 日吉 塩見） 

■年齢別■ 

１位 富士クラブ （太田川真希 野田彩夏 山城葉月 橋本裕実 橋口知美 三井栄子 森岡有紀 小沢陽子）  

２位 桔梗   （高山 遠藤 小林朋 大石 小林美 臼井 小林昭 山田） 

３位 スルガウィングス （吉原 稲盛 長嶋 中嶋 押切 石川 中川） 

４位 CLEARS   （望月 小西 遠藤 平野 垣生 中村 青嶋） 

第４０回年齢別対抗（東海予選）・クラブ対抗（全国予選）（団体戦） 
令和 4年 4月 9日（土）  掛川さんりーな感染対策を行い開催 

第１９回ふじやまオープン（個人戦） 
令和 4年 5月 28 日（土）このはなアリーナ感染対策を行い開催 

＜男子シングルス＞ 

第 5位 遠藤聖也 

 

＜男子ダブルス＞ 

第 3位 望月玲勇・遠藤聖也 

望月玲勇選手(左)遠藤聖也選手(右) 

【静岡県参加チーム成績】 

1 部グリーン ２位 富士クラブ（野田 太田川 山城 橋本 橋口 森岡 小沢 三井） 

1 部レッド  優勝 桔梗（高山 遠藤 小林朋 大石 小林美 臼井 小林昭 山田） 

1 部レッド  ４位 スルガウィングスＲ（寺尾 竹下 碓井 増井 近江 佐川 稲葉 白山 宮原） 

1 部イエロー ３位 スルガウィングスＹ（吉原 稲盛 長嶋 中嶋 押切 石川 中川 

1 部ブルー  ２位 CLEARS（小西 佐野 遠藤 平野 垣生 中村 青島） 

1 部ブルー  ４位 プリマドンナ（高橋 半田 伊藤 太田 柘植 矢嶋 石神） 

2 部クラブ対抗 優勝 プリマドンナ（平松 可児 遠藤 大塚 木下 長倉） 

第 35回東海レディースバドミントン大会（団体戦） 

令和 4年 5月 15 日（土）掛川さんりーな感染対策を行い開催 

第１６回全日本レディース競技大会（個人戦）  令和 3年 12 月 3-５日香川県 

入賞者（静岡県参加者） 

２部 Bブロック 準優勝 中山祐実（パワーズ）・石原美里（富士クラブ） 

２部 Gブロック 三位 小林智子（桔梗）・山本晴世（スルガウィングス） 

優勝者（静岡県参加者） 

AB ブロック １位 太田川 真希・野田 彩夏(富士クラブ) 

AB ブロック ２位 宮本 智子・橋口 知美(グレイス･富士クラブ) 

AB ブロック ３位 戸塚 結城・杉山 実由季(シャトルズ) 

AB ブロック ４位 長倉 美奈子・伊藤 由紀子(プリマドンナ) 

C ブロック  １位 三井 栄子・小林 朋子(富士クラブ･桔梗) 

C ブロック  ２位 山本 晴世・小林 美枝(スルガウイングス･桔梗) 

E ブロック  １位 山田 文香・中西 ひろ子(富士クラブ･ウエンディ) 

F ブロック  １位 宇佐美 洋子・太田 清子(桔梗･未来) 

第６６回東海実業団選手権大会  令和 4年 4月 10 日(日) 愛知県刈谷市体育館 

結果：ジヤトコ ベスト８ 

第４８回 静岡県中学校バドミントン選手権大会 

令和４年４月２９日（金祝）このはなアリーナ 

男子シングルス 

優 勝 山田 朔 (雄踏中） 
準優勝 梅原 歩志 (星陵中） 

第 3位 瀬戸 奏大 (門野中） 

第 3位 勝又 悠翔 (高根中） 

（6） （3） 

女子シングルス 

優 勝 天野 祐希 (大村中） 
準優勝 村井 怜未 (鷹岡中） 

第 3位 村越 七海 (港中） 

第 3位 大村 寧音 (服織中） 

男子ダブルス 

優 勝 青島 士恩・ｲﾜﾑﾗ 春希(星陵中） 
準優勝 山本 宙・興津 洸雅(静岡東中） 

第 3位 百瀬 巧惟・小川 日柊(門野中） 

第 3位 小野里 龍・齊藤 響(富士根南中） 

女子ダブルス 

優 勝 西野 綾華・長谷川 翼咲(広幡中） 
準優勝 深田 夏妃・山崎 咲七（常葉大菊川中） 

第 3位 酒巻 汐莉・清 未玲亜(星陵中） 

第 3位 大石 歩未・藤浦 ななみ(榛原中） 

第 4回日本知的障がい者バドミントン選手権大会大会結果 
令和 4年 5月 7日清水総合運動場体育館 


