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あいさつ 

 
静岡県バドミントン協会 

会長 上野 忠 
 平成２４年度総会が５月６日開

催され審議案件が全て承認されま

した。協会設立以来の大型予算で

のスタートとなりました。会員の皆様の御協力をいた

だき登録費の値上げ、又前年度よりの賛助会費制度の

導入など運営資金・選手強化・その他懸案々件の解決

を計りつつ協会発展に大きく寄与すると信じておりま

す。 

既に各種大会が行われていますが、本年度最大の事業

であります全国小学生大会の開催も半年後に迫って 

おり小学生連盟の皆様には準備で大変かと思いますが

斉藤連盟会長を中心に頑張って下さい。特に準備委員

会の皆様には情報の透明性及び大会運営・選手強化に

は、その責任の分担を企って進めて下さい。 

本年度国体は近県（岐阜県）の開催であり全種別参加

すべく協力してください。平成２０年より高校専門部

長（協会副会長）として御尽力御協力を賜りました吉

田昌弘様が御退職により退任されました。ありがとう

御座いました。これからも御指導御協力のほどお願い

します。又後任には宇佐美壽英（富士高校長）様が就

任されました。協会員一同おおいに期待しております。 

 

平成２４年度が 

始まりました 

 

静岡県バドミントン協会 

副会長 内田壽夫 
総会も終わり、新年度が発足いたしました。１か月を

経過しましたので、各団体とも活動計画に沿ってすで

に動き始めていることでしょう。 

選手の皆さんは、県大会・全国大会を目指して予選会

への準備・研鎖に励んでおられることと拝察いたしま

す。試合では、日ごろの練習の成果を存分に発揮して

ください。各団体の役員の皆様には、各大会が円滑か

つ実り多いものになるよう、運営せれるようお願いい

たします。 

今年度の本協会が主催・主管する大会は、東海地区４

大会、全国１大会です。東海地区大会としては、８月

に「第３回全国中学校総合体育大会東海地区大会」が

富士宮市民体育館で、９月には「平成２４年度東海総 

 

合選手権大会」が、富士川体育館で、１１月は「第２ 

６回東海レディース大会」が掛川さんりーなで、また

年が明けて１月には「第４１回全国高等学校選抜大会

東海地区予選」が沼津市民体育館でそれぞれ開催され

ます。全国大会としては、年末に「第２１回全国小学

生選手権大会」が袋井市で開催されます。 

特にこの全国大会につきましては、準備から当日の運

営まで大変ご苦労が多いかと思われます。 

関係団体だけでは成り立ちません。大会を成功させる

為に、開催地区はもちろん、会員の皆様の絶大なる応

援・ご協力をお願いいたします。 

また、大会出場を目指す選手の皆さんの今後の益々の

精進に対し、大きな期待をしています。 

本年度より、前号（第３７号）で上野会長が触れてお

られる通り、会費が値上げしました。選手強化・審判

員および指導者養成等、以前から問題視されていまし

たが、十分な予算がつけられず、ここ数年常任理事会・

総会等で議論をしてまいりました。 

事務局の窮状をご理解いただき、賛助会費とともによ

ろしくお願いいたします。 
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平成２４年度静岡県バドミントン協会事業計画県内大会 

（１） 県内大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 単 複 混 会　　場
21 レディース 第30回東海大会及び全日本クラブ対抗県予選会 ○
28 小学連 第１２回御殿場市ジュニア大会 ○ ○ 御殿場市民体育館
13 県協会 第３０回静岡県社会人選手権大会兼第６７回国民体育大会選考会 ○ ○ 富士通沼津体育館
13 小学連 第２８回若葉カップ県予選会 ○ 大井川体育館
20 県協会 第８９回２・３部大会 日本マスターズ２０１２県予選会 ○ ○ 富士市立富士体育館

19
20
26 ○
27 ○
27 県協会 第３２回静岡県混合複選手権大会 ○ 富士宮市民体育館

2～3
9
3 レディース 第９回静岡ふじやまオープン大会 ○ 富士宮市民体育館
3 小中学連 ジュニアオリンピック県予選（小中学生） ○ 焼津市大井川体育館

10 中　体　連 静岡県中学選手権 ○ 富士宮市民体育館
17 県協会 第１９回県民スポーツレクリエイション祭 ○ ○ 富士市立富士体育館

23 小学連 第１３回全国小学生ＡＢＣ大会県予選会 ○ 沼津市民体育館
23 教職連 第９０回教職員選手権大会 ○ ○ ○ ｱﾐｭｰｽﾞ豊田
24 県協会 国体最終予選会 ○ ○ 富士フィルム
21 レディース 静岡県レディース年齢別オープン ○ 静岡市北部体育館
21 小学連 第１７回ジュニア交流大会 ○ ○ 吉田町体育館
28 ○
29 ○ ○
29 県協会 第２３回静岡県シニア選手権大会 ○ ○ 御殿場市体育館

○ ○ 県武道館（2年）
ローズアリーナ（1年）

18 小学連 第２１回東海小学生県予選会 ○ ○ 沼津市民体育館
8 レディース 第２６回東海大会（個人戦）県予選会 ○ 掛川さんりーな
8 小学連 第５回静岡県小学生バドミントン大会 ○ ○ エコパ・サブアリーナ

23 県体協 第６回しずおかスポーツフェスティバル（西部） ○ ｱﾐｭｰｽﾞ豊田体育館

29 レディース 静岡県レディース・プリンス祭２０１２ ○ 富士市富士川体育館

7 県協会 第６回しずおかスポーツフェスティバル（東部） ○ 三島市民体育館

27 高体連 平成２４年度静岡県高等学校新人大会 ○ ○ 磐田市総合体育館
3
4

10 小学連 第１８回ジュニア交流大会兼東海予選 ○ エコパ・サブアリーナ
20 ○
21 ○

12 1 教職連 第９１回静岡県教職員選手権大会 ○ ○ ○ 富士市総合運動公園体育館

1 26 レディース 第５０回静岡県レディースレベル別大会 ○ エコパサブアリーナ
19 県協会 第９０回静岡県２・３部大会 ○ ○ 浜松アリーナ
10 県協会 第５９回静岡県総合選手権大会 ○ ○ 沼津市民体育館

未定 小学連 静岡県ランキング大会 ○ 富士フイルム体育館
16 レディース 第１７回静岡県会長杯選手権大会 ○ 静岡市北部体育館
16 県協会 第３８回静岡県中学生選手権大会 ○ ○ 県営草薙体育館

○ ○
○ ○

17 県協会 第３５回静岡県総合選手権大会 ○ 富士市立富士体育館

未定 小学連 第１５回富士宮市オープン小学生大会 ○ ○ 富士宮市民体育館

レディース
小学連・中体連
中体連
県レクレーション協会

小学連
教職連

6

御殿場市協会

7

富士市協会
小学連

25

2

大学連 第２０回静岡県大学選手権大会 静岡県立大学 大学連

教職連
レディース
浜松市協会
沼津市協会
小学連

3 未定

レディース

小学連・中体連

中　体　連 静岡県中学生新人大会 伊東市東小その他 中体連

11

中体連

10

高体連

静岡県立大学 大学連

高体連 平成２４年度静岡県高等学校新人大会 ○ 磐田市総合体育館 高体連

三島市協会

レディース

小学連

高体連

中体連 平成２４年度第６４回静岡県中学校総合体育大会

レディース
小学連

8
15 県協会 平成２４年度静岡県高等学校選手権大会

小学連
浜松市協会
レディース

9

大学連

富士宮市民体育館 中体連

強化委員会

未定 大学連 第４１回静岡県大学選手権大会 ○

富士宮市協会

大学連 第４０回静岡県大学選手権大会 ○ 静岡県立大学

開　催　地

担　　当

高体連 平成２４年度静岡県高等学校総合体育大会 磐田市総合体育館 高体連

富士市協会

高体連 平成２４年度静岡県高等学校総合体育大会 ○

24

4
レディース
小学連

5

沼津市協会
小学連

沼津市民体育館 高体連

開　催　日
主催連盟 大　　会　　名

団
体

個人
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東日本地区・中部地区・東海地区大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 全国大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 単 複 混 会　　場
大学連 第１１４回東海大学選手権大会 ○
実業団 第５７回東海実業団選手権大会 ○
大学連 第６０回東海学生選手権大会 ○ ○

4 小学連 ぎふスポーツフェアー２０１２大会　 ○ ふれあいドーム
大学連 第６１回中部大学・第６０回中部学生選手権大会 ○ ○

7 レディース 第３０回東海レディース大会 ○ 日本碍子体育館
6 16,17 高体連 第５９回東海高等学校総合体育大会 ○ 池田町総合体育館

第４９回東海地区国立高等専門学校大会 ○ ○ ○
東海小連 第16回東海小学生強化合宿練習会
東海連 第６７回国民体育大会第３３回東海大会 ○

8,9 中体連 第３４回全国中学校総合体育大会東海大会 ○ ○ ○ 富士宮市民体育館
大学連 第５２回西日本学生選手権大会
高体連 平成２４年度東海高等学校定時制大会 ○ ○ ○

22,23 東海連 平成２４年度東海総合選手権大会 ○ ○ 富士川体育館
東海小連 第２４回東海小学生選手権大会 ○ ○
東海小連 第１６回東海小学生強化合宿練習会

10 レディース 第２６回東海レディース大会 ○ 掛川サンアリーナ
10,11 中部日本連 第６５回中部日本選手権大会 ○ ○ ○

関東小連 関東小学生大会 ○
5～10 大学連 第１１５回東海大学選手権大会 ○
9～11 東海小連 東海小学生選抜強化合宿
12～16 大学連 第 ３４回東海学生新人大会 ○ ○
26～28 高体連 第24回東海オープン大会 ○ ○ 三重県営サンアリーナ

1 19,20 高体連 第４1回全国高等学校選抜大会東海地区予選会 ○ ○ ○ 沼津市民体育館
18～ 東海小連 第１６回東海小学生大会（団体） ○
～19 東海小連 東海強化合宿

岐阜県

愛知県
静岡県

静岡県

岐阜県

三重県

2
愛知県25

12

三重県
静岡県

11
静岡県

三重県

8

愛知県

岐阜県

個人 開　催　地
開催県

24

4

5

7

9

10

開　催　日
主催連盟 大　　会　　名

団
体

年 月 日 単 複 混 開催市
4 ４～８ 日本協会 大阪インターナショナルチャレンジ２０１２ ○ ○ 守口市 大阪府

5 12～16 日本協会 日本ランキングサーキット大会 ○ ○ さいたま市 埼玉県

6 13～17 実業団 第６１回全日本実業団選手権大会 ○ 名古屋市 愛知県

27～30 日本協会 第２７回若葉カップ全国小学生大会 ○ 長岡京市 京都府

31～3 レディース 第２９回全日本レディース大会 ○ 札幌市 北海道

1～6 高体連 第６３回全国高等学校総合体育大会 ○ ○ ○ 福井市・永平寺町 福井県

9～13 教職連 第５１回全日本教職員選手権大会 ○ ○ ○ ○ 長野市 長野県

10～12 小学連 第１３回全国小学生選抜ＡＢＣ大会 ○ 八代市 熊本県

15～18 日本協会 第１４回全国高等学校定時制通信制体育大会 ○ 小田原市 神奈川県

20～23 中体連 第４２回全国中学校総合体育大会大会 ○ ○ ○ 船橋市 千葉県

25～26 日本協会 第３６回全日本高等専門学校選手権大会 ○ 米子市 鳥取県

7～12 日本協会 第５３回全日本社会人選手権大会 ○ ○ ○ 旭川市 北海道

14～17 日本協会 第３１回全日本ジュニア選手権大会 ○ ○ 宮崎市 宮崎県

18～23 日本協会 ヨネックスオープンジャパン２０１２ ○ ○ ○ 渋谷区 東京都

5～8 日本協会 第６６回国民体育大会 ○ 池田町 岐阜県

13～12月 日本協会 第３２回日本リーグ２０１２ 　（1部） ○ 全国各地 全国
19～25 日本協会 第６２回全日本学生選手権大会 ○ ○ 神戸市 兵庫県

20～22 日本協会 日本マスターズ２０１２ ○ 南国市 高知県

24～27 日本協会 ヨネックス杯国際親善レディース2012 ○ 大阪市 大阪府

25～3 日本協会 世界ジュニア選手権大会２０１２ 千葉市 千葉県

16～19 日本協会 第２９回全日本シニア選手権大会 ○ ○ ○ さいたま市 埼玉県

23～25 日本協会 第１１回日本ジュニアグランプリ大会２０１２ ○ 仙台市 宮城県

3～9 日本協会 平成２４年度全日本総合選手権大会 ○ ○ ○ 渋谷区 東京都

22～24 レディース 第７回全日本レディース（個人戦）大会 ○ 徳島市・鳴門市 徳島県

23～27 日本協会 第２１回全国小学生選手権大会 ○ ○ ○ 袋井市 静岡県

2 日本協会 バドミントン日本リーグ2012チャレンジリーグ ○ 立川市 東京都

19～20 日本協会 第１３回全国社会人クラブチーム交流大会 ○ ○ 大阪市 大阪府

23～25 中体連 第１３回全日本中学生選手権大会 ○ 高松市・坂出市 香川県

25～28 高体連 第４１回全国高等学校選抜大会 ○ ○ ○ 北九州市 福岡県

3
25

12

10

924

7

開　催　日
主催連盟 大　　会　　名

団
体

個人 開　催　地
開催県
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『平成２４年度県協会事業計画』 

 

理事長 杉山 敏充 
平成２４年度、静岡県バドミ

ントン協会における「総会」が

５月６日（日）富士市に於いて

開催され今年度も新たな事業に

向けいよいよ本格的なスタートをいたしました。 

今年度は協会運営の基本的財源となる会員登録

費の改定が行なわれたことにより協会組織の運営

及び各連盟並びに専門委員会活動など各事業が遅

滞なく円滑に取り行われるものと期待が寄せられ

ます。 

因みに、平成 23 年度会員登録人数（東海地区）

ですが、静岡県 4,135 名、愛知県 11,548 名、岐阜

県4,878名、三重県4,168名という事で本県の登録

人数が東海地区の中でも下位となっており、特に一

般、中学生、小学生における会員登録数は他県に比

べて劣っている実情は国体など各競技大会におけ

る競技レベルの指針ともなる部分ですので一段の

普及（会員登録）活動にご協力をお願いしたいと思

います。 

さて、今年度の大きな事業としてはいよいよ「全

国小学生選手権大会（袋井市エコパ）」が12月に開

催され、また翌年には全国中学校選手権も予定され

ることからこれらの大会に向けてのジュニア強化

・指導者養成・公認審判員養成などに一段の拍車を

掛けるというものであります。 

特に、全小大会は将来のオリンピック選手輩出の

場ともなる大会であり、折しも今年度は「ロンドン

・オリンピック」が今夏7月に、また、「世界ジュ 

 

ニア・バドミントン選手権」が 10 月下旬に国内

（千葉県）開催されるということもあり、例年を凌

ぐ活気ある大会となること間違いないところであ

りましょう。県内ジュニア選手の大いなる活躍に期

待を寄せるものであります。 

さて、この他特筆すべきは今年度の協会組織では

新たな専門委員会として「障害者専門委員会」が発

足し、承認をされました。 

委員長には障害者支援教育に熟達し、スペシャル

・オリンピックスなどの世界大会、全国大会などに

多くの実績を持つ神田いずみ氏が就任され、委員に

は審判委員会の現委員が、そしてサポート役として

障害者スポーツ指導に経験豊富な副理事長の川原

崎 仁氏がそれぞれ就任されましたが、この他、現

障害者支援学校教育に直接携わる先生方による協

力体制も得られることにもなっており盤石な体制

でのスタートが切れることになりました。 

県協会としては障害を抱える選手の皆様に対し

ては平成 22 年度より障害者支援普及活動事業とし

てその推進に取り組んで参りましたが、その間、各

競技大会に於いてはレディース連盟の皆様を始め

審判・指導委員会などの絶大なる支援活動のお陰を

持ちまして今回の委員会発足に繋がったものであ

り、これら関係の皆様には深く感謝と敬意を表する

ものでございます。 

以上、主だったものを挙げましたが今年度も各種

東海地区大会や県主催大会・講習会等々多くの事業

が予定されており、それぞれの円滑な推進と各委員

会活動の充実・発展に向けて会員の皆様の益々の厚

いご支援ご協力をお願い申し上げます。 

 

時の人 
 

伊豆高原バドミントンクラブ 

芝崎侑司 
 昨年の第 28 回全日本シニア７０

才台ミックスダブルスで念願の優勝、

金メダルを獲得しました。パートナ

ーは埼玉の田中静子さん過去 WD

で優勝している試合巧者、決勝迄随

分助けられました。私がバドミントンを始めたのは３

０歳後半、デインギーヨット競技で体力不足を痛感、

何か補う方法は無いかと探している時、進められ練習

してみました。 

望んでいた条件にぴったりハードで楽しいスポーツで

した。早速クラブに入会しましたが、初心者のおじさ

んでは誰も教えてくれず自己流と真似で週１日の練習

に行きました。その内１日では物足りなくなり又経験

者になぜ上手にならないのかと聞くと、センスがない

からと言われ、上級者のゲームに入りたかったら這い

上がって来いとも言われ、もうこれは練習以外にない

と。少ない週でも５日多いときは毎日通いました。そ

してどうにか市の大会で３部２部で勝てるようになり

目標を５０才で関東大会シニア、６０才で全日本シニ

ア参加とし、共に実現しましたが参加のみでした。 
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その後、高校時代からの経験者であり八王子で共に戦

った亀田武志氏とペアを組んでいただき６５才７０才

台で３位になれました。しかしその後強気で元気だっ

た彼は年末体調を崩し入院一度は退院したものの大晦

日に永眠されました。あまりにもあっけなく非常に残

念でした。私はお陰で体力もつき病気もせず目的のヨ

ットも疎かになりましたが、ディンギーからクルザー

に変わりレースを楽しんでおります。今は生きてる限

り「元気で」をモットーに進歩めざし練習しています。 

 

時の人 
 

村松瑞穂 
昨年の夏に行われた全日本教職員

大会女子シングルスで優勝でき、

とても嬉しく思います。三洋電機

（現パナソニック）を引退してか

らは、しばらくバドミントンに対

しての目標がなく、バドミントンから離れておりラケ

ットを握っていませんでした。しかし、3 月頃静岡に

戻ってきて、星陵中学校・高等学校の生徒たちの部活

に顔を出すと、生徒たちの一生懸命な姿に、私もこの

子たちと一緒に指導者としてまた第２のバドミントン

人生を頑張りたいと思いました。そして、私はやはり

バドミントンが大好きなのだと感じました。 

教員になってすぐにインターハイ予選や中体連の予選

が始まりました。 

中高校生の最後まで諦めない姿に力をもらいました。

また、中高生の試合を考えながらじっくり観察して見

ることで、今まで見えていなかった部分が少しだけ見

えてきたような気がしていました。 

そのような中、全日本教職員大会に参加させていただ

き、簡単な言い方ですが、自分のバドミントンができ

たと思います。少しだけプレッシャーもあり、苦しい

試合もありましたが、生徒たちの姿を思い浮かべ、そ

れをエネルギーに変え、最後まで相手とのゲームを楽

しむことができました。 

来年は静岡での全中が控えております。私は指導者と

しては駆け出しですが、静岡県選手が活躍できるよう、

静岡県の指導者の方々と共に精一杯努めていきたいと

思っています。 

今後もよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 
男子３０人、女子２８人で活動しています。部員の

ほぼ全員が初心者であり、練習は上級生から教わった

方法を基に、工夫をして行っています。平日の練習は

男女で３面と狭いため、筋力トレーニングと組み合わ

せています。 

男子はインターハイ、新人戦団体戦で県大会に出場

することができました。新チームにおいても男女とも

県大会出場を目標に、向上心をもって練習に取り組む

活動を目指したいと考えています。 

 

 

 

 

 

本校は昨年110周年を迎えた伝統のある高校です。 

年に1度のOG会では大先輩の方々も来てくださいま

す。現在、私たちは１年生１１名、２年生２名、３年

生７名の計２０名で活動しています。経験者がいない

ため全員が一からのスタートとなります。先輩から後

輩へ、ラケットの持ち方から教えていきます。 

最上級生になると、自分たちに足りないものは何かを

みんなで考え、その強化のために自分たちで練習メニ

ューを組みます。そして仲間同士でもアドバイスし合

い、部全体の技術の向上を図っています。 

藤枝東高校バドミントン部 沼津西高等学校バドミントン部 
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また、顧問の先生方やコーチには、技術面だけでなく

体力やメンタル面でも強くなれるよう、御指導いただ

いています。私たち３年生が中心となってからもうす

ぐ一年、「団体戦での県大会出場」を目標に、自分自身

に厳しく、全員が一丸となって練習に取り組んできま

した。時には話し合いを行うこともありましたが、こ

のメンバーだからこそ、辛い時も乗り越えることがで

きたと思います。 

 

 総体予選まであとわずかとなりました。勝ち進

むために練習するのはもちろんのこと、私たちを支え

てくれている多くの方々への感謝の気持ちを忘れず

に、残り少ない部活動・バドミントンを全員で楽しめ

たらと思います。部長 星野 陽香 

 

 

 

 

 

 

第58 回 

静岡県バドミントン総合選手権大会 

平成24 年3 月11 日 富士市立体育館 

ダブルス 福島竜也・山下幸司 優勝 

栗佑貴・齊藤聡史（BWAY） 準優勝 

シングルス 栗佑貴 優勝 

 
福島竜也・山下幸司 ８ 

 

 

第56 回東海実業団バドミントン選手権 

平成24 年4 月8 日（日） 

団体  ６位    （刈谷市体育館） 

第28 回全日本シニア 

バドミントン選手権大会  仙台 

７０歳混合ダブルス 
 

優勝 芝崎侑司・田中静子（埼玉） 

６５歳女子シングルス 

準優勝 山下由希子 

５０歳男子ダブルス 
 

準優勝 

 

佐野明彦・芹澤英彦 

 

６５歳女子ダブルス 
 

ベスト８ 山城芳子・林睦代 

５０歳男子シングルス 

ベスト１６ 佐野明彦 

５０歳女子シングルス 

ベスト１６ 御宿みほ 

５０歳男子ダブルス 
 

ベスト１６ 湯山浩子・御宿みほ 

 

第93 回静岡県教職員バドミントン選手権大会 

平成24 年3 月3 日 静岡大学 

一般男子ダブルス 
 

1 位 小山智弘（錦田中） 

 
八木昴一（沼津市教委） 

2 位 田中貴之（富士第一小） 

 
杉浦正樹（静北特支） 

3 位 百瀬栄司（須走小） 

 
岩渕倫久（今沢中） 

3 位 大澤俊幸（科技高） 

 
岩城保久（伊藤東小） 

成壮年男子ダブルス 

1 位 御宿正士（沼津東高） 

 
西田佳弘（中島中） 

2 位 吉原隆（県教委） 

 
小川雅彦（長田西小） 

3 位 早村俊二・宮原和巨（静大） 

3 位 大澤健（焼津水産高） 

 
中田昇（墇成高） 

初心者1 部男子ダブルス 

1 位 高橋健三・芹澤正也（中央特支） 

2 位 加藤秀文・加藤和樹（中央特支） 

3 位 伊丹誠・大村孝行（清水特支） 

3 位 深澤聡（静岡東中） 

 
外岡拓也（沼津特支） 

初心者2 部男子ダブルス 

1 位 増田将太・佐藤憲多朗（藤枝特支） 

2 位 大橋泰久（仁保高） 

 
大橋宏海（磐田南小） 

3 位 杉山佳宏・橋本勇気（誠恵） 

3 位 伴野世志巳（静岡聴覚特支） 

 
大木光一（静岡聴覚特支） 

一般女子ダブルス 
 

1 位 望月裕里（誠恵高） 

 
小澤ちか（静岡北高） 

2 位 高橋万浦（大渕小） 

 
高柳美里（豊岡北小） 

3 位 植田恵子（観山中） 

 
時森美穂（東豊田中） 

3 位 中村富美子（大岡南小） 

 
堀越子（静岡大） 

初心者女子ダブルス 

1 位 山尾千尋（安倍川中） 

 
池田奈津子（南部小） 

2 位 高橋三菜子（静岡聴覚特支） 

 
山本明子（静岡聴覚特支） 

3 位 立石理紗（沼津特支） 

 
實石紀満子（横内小） 

3 位 望月久恵（静岡聴覚特支） 

 
櫻井綾乃（静岡聴覚特支） 

一般男子シングルス 

1 位 岩城保久（伊藤東小） 

2 位 大澤俊幸（科技高） 

3 位 花島佑（大岡南小） 

3 位 刑部和宏（大岡南小） 

成壮年男子シングルス 

1 位 小川雅彦（長田西小） 

2 位 吉原隆（県教委） 

3 位 中田昇（墇成高） 

3 位 大澤健（焼津水産高） 

初心者男子シングルス 

1 位 橋本勇気（誠恵） 

2 位 杉山佳宏（誠恵） 

3 位 長尾之裕（富士宮東） 

3 位 梨本裕晃（富士宮東高） 

一般女子シングルス 

1 位 降矢佳奈（富士特支） 

2 位 寺田智子（熱川中） 

3 位 渡辺由貴（大岡南小） 

3 位 鈴木真美恵（大岡南小） 

一般混合ダブルス   

1 位 岩城保久（伊藤東小） 

 
中村富美子（大岡南小） 

2 位 小川雅彦（長田西小） 

 
時森美穂（東豊田中） 

3 位 御宿正士（沼津東高） 

 
村上博美（須走小） 

3 位 中田昇（墇成高） 

 
小澤ちか（静岡北高） 

初心者１部混合ダブルス 

1 位 飯塚那仁（長陵高） 

 
實石紀満子（横内小） 

2 位 伊丹誠（清水特支） 

 
近藤明香（清水特支） 

3 位 百瀬栄司（須走小） 

 
勝又千恵（須走小） 

3 位 加藤和樹（中央特支） 

 
鈴木小織（中央特支） 
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初心者２部混合ダブルス 

1 位 原健生（富士東） 

 
河野詩穂（大岡南小） 

2 位 帖佐加代（金岡小） 

 
朱瞱（静大） 

3 位 高橋健三（中央特支） 

 
宮原由佳（中央特支） 

3 位 梨本裕晃（富士宮東高） 

 
寺田智子（熱川中） 

初心者３部混合ダブルス 

1 位 伴野世志巳（静岡聴覚特支） 

 
高橋三菜子（静岡聴覚特支） 

2 位 岡村昂亮（沼津特支） 

 
後藤祐加（付属特支） 

3 位 長橋章裕（沼津特支） 

 
立石理紗（沼津特支） 

3 位 佐藤憲多朗（藤枝特支） 

 
棒葉美沙登（藤枝特支） 

初心者４部混合ダブルス 

1 位 未澤康至（静岡聴覚特支） 

 
櫻井綾乃（静岡聴覚特支） 

2 位 西村拓（藤枝特支） 

 
川瀬温子（藤枝特支） 

3 位 河原崎純（静岡北特支） 

 
長谷川佳奈子（静岡北特支） 

3 位 松永訓幸（静岡聴覚特支） 

 
池田奈津子（南部小） 

 

第４９回静岡県レディースバドミントンレベル別大会 

平成24 年1 月14 日 
  

エコパアリーナ 
  

１部 
  

1 位 青島・松浦 （パワーズ） 

2 位 山本真・福田 （ウィッシュ） 

3 位 山本晴・三井 （スルガウィングス） 

3 位 中西・御宿 （ウィッシュ） 

２部 
  

1 位 堀部・高田 （ウィッシュ） 

2 位 望月・平野 （ＣＬＥＡＲＳ） 

3 位 小西・藤原 （ＣＬＥＡＲＳ） 

3 位 河村・州脇 （ｳｨｯｼｭ・西山口ｼｬﾄﾙ） 

３部 
  

1 位 羽柴・古橋 （スプリングス） 

2 位 山田・沢田 （スプリングス） 

3 位 杉山・岸田 （JBC） 

４部 
  

1位 福田・藤本 （スニッチ） 

2位 柳本・大岡 （JBC） 

3位 倉橋・柳本 （ﾌﾙｰﾂﾄﾞﾛｯﾌﾟ・ｼﾞｬｰﾐｨｽﾞ） 

ヨネックス協賛 第１回トリプルス競技大会 

平成24 年3 月31 日 掛川さんりーな 

A ブロック A リーグ 
 

1位 スルガ A 板谷・福岡・佐藤 

2位 未来 井手・一條・川村 

3位 スルガ C 長島・塩澤・雄井 

B リーグ 
  

1位 ウィッシュ 高田・石野・佐々木 

2位 スルガ B 寺尾・稲森・三輪 

3位 北部B 小杉・木下・水越 

C リーグ 
  

1位 ﾚｱ･ｳｨｯｼｭ 西川・岩田・大石 

2位 清水さつき A 伊藤・村松・篠ヶ谷 

3位 スルガ E 松下・竹下・中山 

B ブロック 
  

1位 スプリングス 山田・岩崎・工藤 

2位 スルガ D 小西川・本間・川島 

3位 清水さつき B 杉本・高橋・大村 

第30 回東海レディースバドミントン大会 

（団体戦）静岡県予選 

第30 回全日本クラブ対抗静岡県予選 

平成24 年4 月21 日 掛川さんりーな 
 

東海予選 
  

1 位 桔梗 
 

2 位 スルガウィングス 
 

3 位 ウィッシュ 
 

クラブ対抗 
  

1 位 スルガウィングス 
 

2 位 北部クラブ 
 

3 位 ウィッシュ 
 

 

県内リーグ個人戦 
  

平成24 年3 月17 日 ～18 日 
 

静岡大学体育館 
  

男子1 部 シングルス 
 

1 位 杉本大夢 静岡大学浜松 

2 位 田中勇成 静岡大学 

3 位 政谷泰俊 静岡大学 

男子2 部 シングルス 
 

1 位 鈴木貴治 浜松大学 

2 位 塚本聖大 静岡福祉大学 

3 位 遠藤祐輔 静岡福祉大学 

男子ダブルス 
  

1 位 政谷・田中 静岡大学 

2 位 渡辺・永井 静岡県立大学 

3 位 杉本・三村 静岡大学浜松 

女子シングルス 
  

1 位 石津美紀子 静岡大学 

2 位 渡辺典子 静岡大学 

3 位 櫻井麻那 静岡大学 

女子ダブルス 
  

1 位 石津・芹澤 静岡大学 

2 位 小川・後藤 常葉大学 

3 位 櫻井・渡辺 静岡大学 

 

 

 

第40 回全国高等学校 

選抜バドミントン選手権大会 

平成24 年3 月24 日 ～27 日 
 

広島県立総合体育館「グリーンアリーナ」 

男子団体 予選リーグ 
 

伊東 １－３ 名経大市邨(愛知） 

稲葉宗一郎 0－２ 石塚巧馬 

岩川翔太 
 

堀正伸 

工藤有智 0－２ 石原省吾 

齋藤尚吾 
 

小笠裕貴 

田中航平 2－０ 小寺達也 

齋藤尚吾 0－２ 小笠裕貴 

   
伊東 １－３ 県立岐阜商（岐阜） 

岩川翔太 0－２ 後藤圭亮 

稲葉宗一郎 
 

稲川義樹 

工藤有智 １－２ 田中利典 

齋藤尚吾 
 

番勇貴 

田中航平 2－０ 古田将也 

齋藤尚吾 0－２ 後藤圭亮 

   
女子団体 予選リーグ 

 
静岡女子 ０－３ 聖ウルスラ学院英智（宮城） 

稲森くるみ ０－２ 鳥居彩乃 

金田奈  々
 

小池紗葉 

  

影山美和 ０－２ 飯島真依 

杉浦愛理 ０－２ 鳴海愛結果 

村松穂高 ０－２ 重山智佳 

   
静岡女子 １－３ 鳥取敬愛（鳥取） 

杉浦愛理 ０－２ 櫻本絢子 

稲葉千夏 
 

三橋久瑠美 

稲森くるみ ２－１ 中島未来 

村松穂高 
 

西田亜美奈 

金田奈  々 １－２ 畑由衣香 

村松穂高 ０－２ 櫻本絢子 

 男女共、予選リーグで敗退 
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大府オープン静岡県予選会 
 

平成24 年4 月8 日  

富士フイルム体育館  

男子団体予選A 
 

伊藤南 ２－１ 富士宮二 

伊藤南 ２－１ 富士根南 

富士宮二 ２－１ 富士根南 

予選B 
  

富士宮四 ２－１ 伊東門野 

伊東門野 ２－１ 星陵 

星陵 ３－０ 富士宮四 

準決勝 
  

伊東門野 ２－１ 伊東南 

星陵 ２－１ 富士宮二 

決勝 
  

伊東門野 ２－１ 星陵 

３位決定戦 
  

伊東南 ２－０ 富士宮二 

女子団体 
  

予選A 
  

星陵 ３－０ 富士根南 

星陵 ３－０ 大河内 

富士根南 ３－０ 大河内 

予選B 
  

静岡豊田 ２－１ 服織 

静岡豊田 ２－１ 富士宮二 

服織 ２－１ 富士宮二 

予選C 
  

富士宮四 ２－１ 大里 

富士宮四 ３－０ 伊東門野 

大里 ２－１ 伊東門野 

予選D 
  

伊東南 ３－０ 静岡東 

伊東南 ３－０ 浮島 

静岡東 ２－１ 浮島 

１回戦 
  

星陵 ２－０ 服織 

富士宮四 ２－０ 静岡東 

富士根南 ２－１ 静岡豊田 

伊東南 ２－０ 大里 

準決勝 
  

星陵 ２－１ 富士宮四 

伊東南 ２－０ 富士根南 

決勝 
  

星陵 ２－１ 伊東南 

３位決定戦 
  

富士宮四 ２－０ 富士根南 

 

静岡県中学校総合体育大会 バドミントンの部 
 

平成24 年3 月10 日 富士宮市民体育館 
  

男子シングルス 1 回戦 
    

海野光輝 （富士宮二） １－０ 田邉竜成 （富士宮四） 

杉浦竜太 （富士根南） × 土屋維吹 （暁秀） 

清川滉生 （上野） １－０ 塗茂勇昌 （門野） 

加藤恭平 （伊東南） １－０ 勝又健太 （富士宮四） 

後藤拓真 （富士根南） １－０ 高野天翔 （井之頭） 

高橋裕樹 （伊東南） １－０ 後藤直人 （富士宮四） 

堀内将弘 （富士宮二） １－０ 植松伸洋 （井之頭） 

三枝智也 （門野） １－０ 佐野祐太 （上野） 

2 回戦 
    

古屋啓一 （伊東南） １－０ 海野光輝 （富士宮二） 

池田虎ノ介 （大井川） １－０ 佐野和睴 （井之頭） 

清俊樹 （大富士） １－０ 田中涼雅 （初島） 

北島欧我 （門野） １－０ 杉浦竜太 （富士根南） 

植松敬士 （富士宮二） １－０ 清川滉生 （上野） 

八木惟織 （高洲） １－０ 原脩祐 （浮島） 

小林海斗 （富士根南） １－０ 新藤達弥 （初島） 

松田蒼大 （星陵） １－０ 加藤恭平 （伊藤南） 

福田雄飛 （門野） １－０ 後藤拓真 （富士根南） 

小林壮悦 （高洲） １－０ 三枝智也 （上野） 

篠原大和 （富士宮二） １－０ 望月大誠 （暁秀） 

宮下大輝 （星陵） １－０ 高橋裕輝 （伊藤南） 

田畑周作 （伊東南） １－０ 堀内将弘 （富士宮二） 

諏訪部悠生 （富士宮四） １－０ 前田真広 （西益津） 

小林洸貴 （青島） × 佐藤巧実 （鷹岡） 

米山莉句 （富士根南） １－０ 三枝智也 （門野） 

３回戦 
    

古屋啓一 （伊東南） ２－０ 池田虎ノ介 （大井川） 

清俊樹 （大富士） ２－０ 北島欧我 （門野） 

植松敬士 （富士宮二） ２－０ 八木惟織 （高洲） 

松田蒼大 （星陵） ２－０ 小林海斗 （富士根南） 

福田雄飛 （門野） ２－０ 小林壮悦 （高洲） 

宮下大輝 （星陵） ２－０ 篠原大和 （富士宮二） 

田畑周作 （伊東南） ２－０ 諏訪部悠生 （富士宮四） 

米山莉句 （富士根南） ２－０ 小林洸貴 （青島） 

４回戦 
    

古屋啓一 （伊東南） ２－０ 清俊樹 （大富士） 

植松敬士 （富士宮二） ２－０ 松田蒼大 （星陵） 

福田雄飛 （門野） ２－０ 宮下大輝 （星陵） 

米山莉句 （富士根南） ２－１ 田畑周作 （伊東南） 

準決勝 
    

古屋啓一 （伊東南） ２－１ 植松敬士 （富士宮二） 

米山莉句 （富士根南） ２－０ 福田雄飛 （門野） 

決勝 
    

古屋啓一 （伊東南） ２－１ 米山莉句 （富士根南） 

3 位決定戦 
    

福田雄飛 （門野） ２－１ 植松敬士 （富士宮二） 

男子ダブルス 一回戦 
   

加納・樋上 （富士根南） １－０ 横関・渡邉 （富士宮二） 

佐野・米内 （上野） １－０ 海野・小川 （門野） 

秋元・田中 （暁秀） １－０ 川上・小島 （富士宮四） 

高橋・遠藤 （富士宮二） １－０ 西村・加藤 （暁秀） 

塩川・近藤 （富士宮四） １－０ 青木・松本 （門野） 

佐野・酒井 （富士根南） １－０ 小林・佐野 （富士宮二） 

望月・池ケ谷 （富士宮四） １－０ 秋元・江藤 （暁秀） 

石井・淋 （伊東南） １－０ 小林・酒井 （富士根南） 

江柄・白井 （門野） １－０ 後藤・望月 （上野） 
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二回戦 
    

仁藤・武田 （伊東南） ２－０ 加納・樋上 （富士根南） 

秋元・田中 （暁秀） ２－０ 佐野・米内 （上野） 

池田・山内 （伊東南） ２－０ 高橋・遠藤 （富士宮二） 

金森・遠藤 （富士根南） ２－０ 塩川・近藤 （富士宮四） 

樽石・横山 （伊東南） ２－０ 佐野・酒井 （富士根南） 

大川・内山 （門野） ２－０ 望月・池ケ谷 （富士宮四） 

石井・淋 （伊東南） ２－０ 笠井・寺村 （富士宮二） 

金山・諏訪部 （富士宮四） ２－０ 江柄・白井 （門野） 

三回戦 
    

仁藤・武田 （伊東南） ２－０ 秋元・田中 （暁秀） 

池田・山内 （伊東南） ２－０ 金森・遠藤 （富士根南） 

樽石・横山 （伊東南） ２－０ 大川・内山 （門野） 

金山・諏訪部 （富士宮四） ２－０ 石井・淋 （伊東南） 

準決勝 
    

仁藤・武田 （伊東南） ２－０ 池田・山内 （伊東南） 

樽石・横山 （伊東南） ２－０ 金山・諏訪部 （富士宮四） 

決勝 
    

仁藤・武田 （伊東南） ２－１ 樽石・横山 （伊東南） 

三位決定 
    

池田・山内 （伊東南） ２－０ 金山・諏訪部 （富士宮四） 

女子シングルス 一回戦 
   

清水乙樹 （静岡東） １－０ 鈴木聖佳 （門野） 

岩崎真奈 （静岡豊田） １－０ 渡井和音 （富士根南） 

山田恭子 （常葉菊川） １－０ 永田美優 （上野） 

大澤唯 （伊東南） １－０ 今香澄 （服織） 

佐野月香彩 （井之頭） × 岡本真実 （暁秀） 

野口友佳里 （静岡豊田） １－０ 浦田花恵 （上野） 

澤登玲奈 （浮島） １－０ 勇若菜 （富士宮四） 

小野鯛海子 （井之頭） １－０ 小杉萌夏 （静岡東） 

望月千裕 （大里） １－０ 永田莉乃 （暁秀） 

岸本理子 （富士宮四） １－０ 井上真緒 （静岡東） 

鈴木花奈 （上野） １－０ 田代侑子 （伊藤南） 

岩本妃加里 （初島） １－０ 油比藤理子 （大河内） 

久保田有珠 （富士宮二） １－０ 青木双葉 （門野） 

小野田莉奈 （富士根南） × 渡部なみ （大里） 

志村萌 （梅ケ島） １－０ 渡辺美沙 （富士宮二） 

平岡和花菜 （小島） １－０ 佐野香澄 （井之頭） 

浅野愛佳 （暁秀） １－０ 田村優月 （静岡豊田） 

金原宙瑠 （服織） １－０ 高木萌花 （浮島） 

二回戦 
    

山田圭菜 （富士宮四） １－０ 清水乙樹 （静岡東） 

宮地綾音 （青島） １－０ 鈴木真優 （浮島） 

西脇渚 （大里） １－０ 岩崎真奈 （静岡豊田） 

宮下七海 （初島） １－０ 山田恭子 （常葉菊川） 

鈴木智恵 （島田二） １－０ 大澤唯 （伊藤南） 

清水春花 （湖東） １－０ 望月麻由 （梅ケ島） 

仁科瑞夏 （裾野東） １－０ 前林愛美 （富士宮二） 

望月美里 （富士） １－０ 佐野月香彩 （井之頭） 

鈴木悠加 （六合） １－０ 野口友佳里 （静岡豊田） 

太田沙耶 （門野） １－０ 佐藤奈津妃 （服織） 

松永梨瑚 （富士宮二） １－０ 菅沼磨依 （高洲） 

澤登玲菜 （浮島） １－０ 加藤菜々子 （井川） 

三井志保 （吉原北） １－０ 小野鯛海子 （井之頭） 

鈴木萌春 （伊藤南） １－０ 加藤初美 （富士根南） 

村松怜実 （大井川） １－０ 望月麻鈴 （小島） 

山本果歩 （原里） １－０ 望月千裕 （大里） 

鈴木里奈 （蒲原） １－０ 岸本理子 （富士宮四） 

赤池茜音 （井之頭） １－０ 大塚美鈴 （島田一） 

坂本遙奈 （静岡豊田） １－０ 高木優花 （浮島） 

稲岡未菜 （鷹岡） １－０ 鈴木花奈 （上野） 

杉本茜 （大井川） １－０ 岩本妃加里 （初島） 

萩原穂乃香 （大里） １－０ 真茉亜耶 （富士根南） 

藤岡実咲 （服織） × 花崎亜世理 （富士） 

稲玉千夏 （暁秀） １－０ 久保田有珠 （富士宮二） 

大川聖加 （長井崎） １－０ 小野田莉奈 （富士根南） 

河角晴香 （吉原北） １－０ 清愛美 （上野） 

山口菜緒 （静岡東） １－０ 藤井明日香 （門野） 

八木睦 （高洲） １－０ 志村萌 （梅ケ島） 

田辺優真 （吉原二） １－０ 平岡和花菜 （小島） 

望月里乃 （富士宮四） １－０ 浅野愛佳 （暁秀） 

石田早紀 （広幡） １－０ 大石梨央 （大河内） 

稲葉絢子 （伊藤南） １－０ 金原宙瑠 （服織） 

三回戦 
    

山田圭菜 （富士宮四） ２－０ 宮地綾音 （青島） 

宮下七海 （初島） ２－０ 西脇渚 （大里） 

鈴木智恵 （島田二） ２－０ 清水春花 （湖東） 

望月美里 （富士） ２－０ 仁科瑞夏 （裾野東） 

鈴木悠加 （六合） ２－０ 太田沙耶 （門野） 

松永梨瑚 （富士宮二） ２－０ 澤登玲菜 （浮島） 

三井志保 （吉原北） ２－０ 鈴木萌春 （伊藤南） 

山本果歩 （原里） ２－０ 村松怜実 （大井川） 

鈴木里奈 （蒲原） ２－０ 赤池茜音 （井之頭） 

稲岡未菜 （鷹岡） ２－０ 坂本遙奈 （静岡豊田） 

杉本茜 （大井川） ２－０ 萩原穂乃香 （大里） 

稲玉千夏 （暁秀） ２－０ 藤岡実咲 （服織） 

大川聖加 （長井崎） ２－０ 河角晴香 （吉原北） 

八木睦 （高洲） ２－０ 山口菜緒 （静岡東） 

田辺優真 （吉原二） ２－０ 望月里乃 （富士宮四） 

稲葉絢子 （伊藤南） ２－０ 石田早紀 （広幡） 

四回戦 
    

山田圭菜 （富士宮四） ２－０ 宮下七海 （初島） 

望月美里 （富士） ２－０ 鈴木智恵 （島田二） 

鈴木悠加 （六合） ２－０ 松永梨瑚 （富士宮二） 

山本果歩 （原里） ２－０ 三井志保 （吉原北） 

鈴木里奈 （蒲原） ２－０ 稲岡未菜 （鷹岡） 

稲玉千夏 （暁秀） ２－０ 杉本茜 （大井川） 

八木睦 （高洲） ２－０ 大川聖加 （長井崎） 

稲葉絢子 （伊藤南） ２－０ 田辺優真 （吉原二） 
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五回戦 
    

山田圭菜 （富士宮四） ２－０ 望月美里 （富士） 

山本果歩 （原里） ２－０ 鈴木悠加 （六合） 

鈴木里奈 （蒲原） ２－１ 稲玉千夏 （暁秀） 

稲葉絢子 （伊藤南） ２－０ 八木睦 （高洲） 

準決勝 
    

山田圭菜 （富士宮四） ２－０ 山本果歩 （原里） 

鈴木里奈 （蒲原） ２－１ 稲葉絢子 （伊藤南） 

決勝 
    

山田圭菜 （富士宮四） ２－０ 鈴木里奈 （蒲原） 

三位決定戦 

稲葉絢子 （伊藤南） ２－０ 山本果歩 （原里） 

女子ダブルス 一回戦 
   

見城・白鳥 （大河内） １－０ 山川・望月 （西益津） 

青木・野﨑 （浮島） １－０ 石川・田邉 （上野） 

菊間・杉山 （門野） １－０ 北村・寺田 （静岡豊田） 

渥美・望月 （大里） １－０ 
伊代野・沼

田 
（伊藤南） 

芹澤・龍木 （暁秀） １－０ 望月・渡邊 （富士宮四） 

鈴木・福地 （静岡東） １－０ 小林・加藤 （富士宮二） 

大川・名波 （富士根南） １－０ 川住・山﨑 （服織） 

鈴木・滝浪 （井川） １－０ 井出・遠藤 （富士宮四） 

豊島・井川 （暁秀） １－０ 橋口・田中 （富士根南） 

長谷・上田 （伊藤南） １－０ 佐澤・橘 （静岡豊田） 

石川・内山 （岩松） １－０ 竹島・山本 （静岡東） 

芹澤・牧野 （服織） １－０ 伊藤・鈴木 （浮島） 

中尾・田形 （大里） １－０ 神田・関口 （門野） 

望月・渡辺 （富士宮二） １－０ 稲葉・北条 （清水小島） 

佐野・宇佐美 （井之頭） １－０ 青島・毛利 （静岡豊田） 

篠原・藤巻 （上野） １－０ 田形・八嶋 （大里） 

佐藤・龍木 （暁秀） １－０ 稲葉・清 （富士宮二） 

佐野・野毛 （静岡東） １－０ 太田・高橋 （門野） 

飯塚・深澤 （浮島） １－０ 市川・岩間 （富士根南） 

角田・横道 （服織） １－０ 和田・鶴谷 （伊藤南） 

後藤・樋口 （富士宮四） １－０ 岡村・吉川 （清水小島） 

松下・橋本 （静岡豊田） １－０ 湯原・渡邊 （暁秀） 

田村・遠藤 （富士宮四） １－０ 磯部・草野 （静岡東） 

佐野・菅原 （鷹岡） １－０ 児玉・中藤 （服織） 

後藤・栗田 （富士宮二） １－０ 山田・山崎 （常葉菊川） 

勝又・鈴木 （伊藤南） １－０ 川本・菅原 （富士根南） 

内田・見宮 （広幡） １－０ 帯金・木田 （浮島） 

今井・小川 （門野） １－０ 小林・菅本 （大里） 

二回戦 
    

岩田・高橋 （星陵） ２－０ 見城・白鳥 （大河内） 

青木・野﨑 （浮島） ２－０ 菊間・杉山 （門野） 

渥美・望月 （大里） ２－０ 芹澤・龍木 （暁秀） 

大川・名波 （富士根南） ２－０ 鈴木・福地 （静岡東） 

鈴木・滝浪 （井川） ２－０ 豊島・井川 （暁秀） 

石川・内山 （岩松） ２－０ 長谷・上田 （伊藤南） 

芹澤・牧野 （服織） ２－０ 中尾・田形 （大里） 

上田・麻生 （常葉菊川） ２－０ 望月・渡辺 （富士宮二） 

稲葉・佐野 （富士根南） ２－０ 佐野・宇佐美 （井之頭） 

佐藤・龍木 （暁秀） ２－０ 篠原・藤巻 （上野） 

佐野・野毛 （静岡東） ２－０ 飯塚・深澤 （浮島） 

後藤・樋口 （富士宮四） ２－０ 角田・横道 （服織） 

松下・橋本 （静岡豊田） ２－０ 田村・遠藤 （富士宮四） 

佐野・菅原 （鷹岡） ２－０ 後藤・栗田 （富士宮二） 

勝又・鈴木 （伊藤南） ２－１ 内田・見宮 （広幡） 

小野田・山城 （星陵） ２－０ 今井・小川 （門野） 

三回戦 
    

岩田・高橋 （星陵） ２－０ 青木・野﨑 （浮島） 

大川・名波 （富士根南） ２－１ 渥美・望月 （大里） 

石川・内山 （岩松） ２－０ 鈴木・滝浪 （井川） 

芹澤・牧野 （服織） ２－１ 上田・麻生 （常葉菊川） 

稲葉・佐野 （富士根南） ２－０ 佐藤・龍木 （暁秀） 

佐野・野毛 （静岡東） ２－１ 後藤・樋口 （富士宮四） 

松下・橋本 （静岡豊田） ２－０ 佐野・菅原 （鷹岡） 

小野田・山城 （星陵） ２－０ 勝又・鈴木 （伊藤南） 

四回戦 
    

岩田・高橋 （星陵） ２－０ 大川・名波 （富士根南） 

石川・内山 （岩松） ２－０ 芹澤・牧野 （服織） 

稲葉・佐野 （富士根南） ２－１ 佐野・野毛 （静岡東） 

小野田・山城 （星陵） ２－０ 松下・橋本 （静岡豊田） 

準決勝 
    

岩田・高橋 （星陵） ２－０ 石川・内山 （岩松） 

小野田・山城 （星陵） ２－０ 稲葉・佐野 （富士根南） 

決勝 
    

岩田・高橋 （星陵） ２－１ 小野田・山城 （星陵） 

三位決定戦 

稲葉・佐野 （富士根南） ２－０ 石川・内山 （岩松） 

 

第15 回東海小学生バドミントン大会・団体戦 
 

平成24 年2 月18 日 
  

三重県鈴鹿スポーツガーデン 
  

男子予選リーグ   Ｂリーグ 

羽島クラブ（岐阜） ２－１ 羽球大井川Jr 

石ヶ瀬スポ少（愛知） ３－０ 羽球大井川Jr 

Ｃリーグ 
  

伊東ＳＢＣ ３－０ 有緝スポ少（三重） 

ハリーアップJr（愛知） ２－１ 伊東ＳＢＣ 

D リーグ 
  

御殿場Jr ２－１ 各務原Jｒ（岐阜） 

小俣スポ少 ３－０ 御殿場Jr 

E リーグ 
  

伊東ワールド ３－０ 高茶屋スポ少（三重） 

伊東ワールド ２－１ ウイスタリア Jr（愛知） 

F リーグ 
  

どんぐり Jr ２－１ 誠之スポ少（三重） 

高山Jr（岐阜） ３－０ どんぐり Jr 

H リーグ 
  

富士中央バド ２－１ 垂井Jr（岐阜） 

SGUJr（愛知） ３－０ 富士中央バド 
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決勝トーナメント 
  

1 回戦 
  

伊東ワールド ２－０ 高山Jr（岐阜） 

準決勝 
  

伊東ワールド ２－１ SGUJr（愛知） 

決勝 
  

伊東ワールド ２－０ 石ヶ瀬スポ少（愛知） 

女子予選リーグ   A リーグ 

御殿場Jｒ ３－０ 大野スポ少（愛知） 

小俣スポ少 １－２ 御殿場Jｒ 

御殿場Jｒ ２－１ 川島Jr（岐阜） 

B リーグ 
  

日進Jr ２－１ 羽球大井川Jr 

大垣北（岐阜） ３－０ 羽球大井川Jr 

羽球大井川Jr ２－１ ときわ Jr（三重） 

C リーグ 
  

笹川スポ少（三重） ２－１ 伊東ワールド 

豊川Jr（愛知） ２－１ 伊東ワールド 

各務原Jｒ（岐阜） ３－０ 伊東ワールド 

D リーグ 
  

岐南東（岐阜） ２－１ 岩松Jr 

南が丘スポ（三重） ２－１ 岩松Jr 

ハリーアップJr（愛知） ３－０ 岩松Jr 

E リーグ 
  

伊東ＳＢＣ ２－１ 斐海川Jr（岐阜） 

伊東ＳＢＣ ２－１ 田原市スポ少（愛知） 

伊東ＳＢＣ ３－０ 二見スポ少（三重） 

F リーグ 
  

高茶屋スポ少（三重） ２－１ 六合Jr 

高山Jｒ（岐阜） ３－０ 六合Jr 

北山・東山（愛知） ３－０ 六合Jr 

G リーグ 
  

どんぐり Jr ２－１ 有緝スポ少（三重） 

垂井Jr（岐阜） ２－１ どんぐり Jr 

師勝Jr（愛知） ３－０ どんぐり Jr 

H リーグ 
  

誠之スポ少（三重） ３－０ 富士中央バド 

西尾Jr（愛知） ３－０ 富士中央バド 

大垣安井（岐阜） ３－０ 富士中央バド 

決勝トーナメント   1 回戦 

伊東ＳＢＣ ２－１ 北山・東山（愛知） 

準決勝 
  

伊東ＳＢＣ ２－１ 大垣安井（岐阜） 

決勝 
  

大垣北（岐阜） ２－０ 伊東ＳＢＣ 

   
静岡県小学校バドミントンランキングファイナル大会 

平成24 年2 月26 日 
 

富士フイルム体育館 

男子の部 
  

１・２年生男子 準決勝 
 

山下（岩松Jr） ２－１ 村上（どんぐり Jr） 

横山（伊東SBC） ２－０ 勝又（御殿場Jr) 

決勝 
  

横山（伊東SBC） ２－０ 山下（岩松Jr） 

３年生 準決勝 
 

三橋（伊東SBC） ２－０ 海野（富士山バド） 

高柳（羽球大井川Jr） ２－０ 藤原（どんぐり Jr) 

決勝 
  

三橋（伊東SBC） ２－１ 高柳（羽球大井川Jr） 

４年生 準決勝 
 

福田（伊東SBC） ２－０ 土井（富士山バド） 

平岡（伊東ワールド） ２－０ 竹田（富士山バド） 

決勝 
  

平岡（伊東ワールド） ２－０ 福田（伊東SBC） 

５年生 準決勝 
 

小野田（富士山バド） ２－０ 稲葉（伊東ワールド） 

勝間田（御殿場Jｒ） ２－０ 野田（伊東SBC） 

決勝 
  

小野田（富士山バド） ２－０ 勝間田（御殿場Jｒ） 

６年生 準決勝 
 

三好（伊東ワールド） ２－０ 荒井（伊東ワールド） 

鈴木（どんぐり Jr） ２－０ 大内（羽球大井川Jr） 

決勝 
  

三好（伊東ワールド） ２－０ 鈴木（どんぐり Jr） 

女子の部 
  

１・２年生女子 準決勝 
 

大塚（広幡バドキッズ） ２－０ 平岡萌（伊東ワールド） 

内田（広幡バドキッズ） ２－０ 鍋田（蒲原スポ少） 

決勝 
  

大塚（広幡バドキッズ） ２－０ 内田（広幡バドキッズ） 

３年生 準決勝 
 

三好（伊東ワールド） ２－０ 鈴木彩（広幡バドキッズ） 

杉本（沼津Jr） ２－０ 内田（広幡バドキッズ） 

決勝 
  

三好（伊東ワールド） ２－０ 杉本（沼津Jr） 

４年生 準決勝 
 

佐野（富士山バド） ２－０ 石上（羽球大井川Jr） 

八木（六合Jr） ２－０ 井上（伊東SBC） 

決勝 
  

佐野（富士山バド） ２－１ 八木（六合Jr） 

５年生 準決勝 
 

新井田（伊東SBC） ２－０ 杉本（伊東SBC） 

鬼束（羽球大井川Jr） ２－０ 今井（御殿場Jr） 

決勝 
  

新井田（伊東SBC） ２－０ 鬼束（羽球大井川Jr） 

６年生 準決勝 
 

加藤（伊東ワールド） ２－０ 野田（富士山バド） 

渡辺（どんぐり Jr） ２－０ 金山（富士山バド） 

決勝 
  

加藤（伊東ワールド） ２－０ 渡辺（どんぐり Jr） 
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6 年男子 所属 ポイント 

1 三好翔 伊東ワールド ７９P 

2 大内海渡 羽球大井川 ３２P 

3 鈴木悠真 どんぐり Jr １６P 

4 高嶋大和 伊東ワールド １５P 

5 淋舜茉 伊東SBC １３P 

6 荒井智也 伊東ワールド ５P 

7 中里虹輝 伊東SBC ４P 

8 外木圭太郎 富士山バド ４P 

 
5 年男子 所属 ポイント 

1 小野田泰地 富士山バド ７２P 

2 勝間田聖亜 御殿場Jr ３７P 

 
稲葉琢人 伊東ワールド ３２P 

3 野田光紀 伊東SBC １６P 

4 留場智也 SWAC ｼﾞｭﾆｱ １２P 

 
屋比久遙真 富士中央バド ６P 

7 斉藤勝 御殿場Jr ４P 

8 岩城覚 伊東ワールド ３P 

 
4 年男子 所属 ポイント 

1 平岡佑太 伊東ワールド ６９P 

2 福田陸大 伊東SBC ６１P 

3 竹田侑司 富士山バド ２９P 

4 三好遼亮 伊東ワールド ２０P 

5 土井大和 富士山バド ９P 

6 渡邉峻 富士山バド ６P 

7 宮本青空 御殿場Jr ５P 

8 坂本良太 六合ジュニア ３P 

 
3 年男子 所属 ポイント 

1 三橋朋生 伊東SBC ６２P 

2 高柳大輔 羽球大井川 ５１P 

3 海野凌我 富士山バド ２４P 

4 藤原壮汰 どんぐり Jr ２０P 

5 清水裕貴 どんぐり Jr ４P 

6 神尾泰輝 富士山バド ４P 

7 影山幸紀 富士中央バド ３P 

8 細小路拓斗 富士山バド ２P 

 
１・2 年男子 所属 ポイント 

1 村上大和 どんぐり Jr ５３P 

2 山下大輔 岩松ジュニア ３６P 

3 横山旦圭 伊東SBC ３５P 

4 鈴木星音 どんぐり Jr １８P 

5 勝又夢斗 御殿場Jr １２P 

6 篠原郁 富士中央バド ４P 

7 渡辺空 富士山バド ３P 

8 小川陽永 伊東SBC １P 

9 澤野匠人 沼津ジュニア １P 

 
6 年女子 所属 ポイント 

1 加藤亜哉子 伊東ワールド ７２P 

2 野田彩夏 富士山バド ３９P 

3 金山美咲 富士山バド ２５P 

4 村松間乃 伊東SBC １５P 

5 渡辺莉央 どんぐり Jr １０P 

6 長田美香 御殿場Jr ４P 

7 樽石杏香 伊東ワールド ３P 

8 村田さくら 羽球大井川 ３P 

 
５年女子 所属 ポイント 

1 新井田楓 伊東SBC ７２P 

2 住吉琴菜 伊東SBC ４３P 

3 今井沙耶 御殿場Jr ３１P 

4 鬼束佳奈 羽球大井川 ２０P 

5 杉本英未 伊東SBC １２P 

6 渡辺莉央 どんぐり Jr １２P 

7 内山花苗 岩松ジュニア ８P 

8 大川珠希 伊東ワールド ５P 

 
４年女子 所属 ポイント 

1 佐野智咲 富士山バド ７９P 

2 八木千菜美 六合ジュニア ３８P 

3 石上瑠奈 羽球大井川 ３４P 

4 原玲 富士山バド １８P 

5 井上七海 伊東SBC １５P 

6 鈴木愛美 羽球大井川 １１P 

7 清水南光 羽球大井川 ６P 

8 杉本和佳菜 伊東ワールド ３P 

 
３年女子 所属 ポイント 

1 三好蒼 伊東ワールド ６２P 

2 鈴木彩也花 広幡バドキッズ ４４P 

3 杉本真悠香 沼津ジュニア ２１P 

4 内田優衣 広幡バドキッズ １８P 

5 遠藤朋佳 岩松ジュニア ７P 

6 小林美朝 羽球大井川 ７P 

7 鈴木来瑠 伊東ワールド ６P 

8 飯田奈絵 どんぐり Jr ６P 

 
１・２年女子 所属 ポイント 

1 大塚舞桜 広幡バドキッズ 57P 

2 内田真緒 広幡バドキッズ 39P 

3 平岡萌 伊東ワールド 31P 

4 平岡遙 伊東ワールド 22P 

5 千須和美陽 富士中央バド 7P 

6 鍋田朱理 蒲原スポ少 6P 

7 山本莉子 どんぐり Jr 3P 

8 八木千乃 六合ジュニア 3P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県協会の総会も終わり、平成24年度の事業計画の基、

各団体、協会員一丸となって、推進していきましょう。

また、原稿に関しましては、従来の方法に加へメール

にても受け付ける事になりましたので、下記の広報メ

ールまでお願いいたします。 

なお、「バドミントンしずおか」は、静岡県バドミント

ン協会ホームページにも掲載しておりますので、そち

らもご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県バドミントン協会事務局 
〒416-0909静岡県富士市松岡523-8 

山本秀和 
TEL&FAX0545-63-0711 

E-mail sizuokakenbadky@hb.tp1.jp 

静岡県バドミントン協会広報委員会 
〒416-0909静岡県富士市松岡2423-11 

大石恵司 
TEL&FAX0545-61-6809 

E-mail kenkouhou@mail.goo.ne.jp 

編集後記 

スポーツごころを世界に 


