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あいさつ 

― 惜別 ― 

静岡県バドミントン協会 

会長 上野 忠 

 会員の皆さまに悲しいお知らせをし

なくてはなりません。 

本協会の創設者であり育成の親でもありま

した塩川甫名誉会長が誠に残念ですが去

る８月２日仙台市にて９３才という天寿を全

とうされ永眠されました。 

既に８月４日仙台市において家族葬にて葬儀は済まされ、

４９日の法要も去る９月１６日菩提寺であります富士宮市の

大泉寺にて行われ納骨の儀も済まされました。 

翌１７日には塩川甫さまを「偲び送る会」が思い出の場所で

あります黒田幼稚園体育館で多数の関係者の参加を得て

行われました。塩川様は昭和２４年本協会の設立を渡辺福

太郎顧問（故人）と共に成され当年の第４回国民体育大会

（東京都）にオープン競技として参加され本県バドミントン競

技のスタートを切って下さいました。 

以来５０年間役員として理事長・副会長・会長として努めて

いただきました。その間中山紀子・天野博江の世界チャン

ピオンを望野正枝の高校チャンピオンを育て又富士高校・

吉原高校など常に全国大会での上位校としての成績をおさ

めるなど静岡県強よしの黄金期を築くなど、その指導力は

全国的評価され日本協会の常務理事、監事として１５年間

歴任されました。 

本来塩川さまは教職に身を置かれ小中高の教師校長とし

て、又幼児教育・社会教育とその活動は多岐にわたり指導

者として他に類を見ない活動の人生であったと思います。 

本県バドミントン競技の発展に尽されたご功績は前述のとお

り余りにも偉大であり言葉では言い表す事は出来ません。 

塩川さまの基本理念であります「まずは実践・理屈は後だ」

の教えを基にその志しを継承し本協会の発展に全力を尽

すことをお誓いして送別の言葉といたします。 

塩川甫名誉会長さま、ほんとうに永い間ご苦労さまでした、

ありがとうございました。 

安らかにお眠り下さいご冥福をお祈りいたします。 

ジュニア育成に向けて 

静岡県バドミントン協会 

副会長 工藤喜久雄 

 

今夏のロンドンオリンピックも幾多の

感動のドラマを残して終わりました。この場に立った競技者

の多くが順風な日々ではありませんでした。怪我に苦しみ、

挫折を味わいながら強い気持ちをもった競技者だけがこの

場に立つことができたのではないかと思います。そして多く

の競技者が幼少期からスポーツに親しみながら成長してき

たことが報道されていましたが、改めて幼少期におけるス

ポーツの重要性を認識しました。 

バドミントンでも女子ダブルスで初めてメダルを獲得しました

が、全般的にはまだまだ世界との差を感じさせる試合も多か

ったのが現実ではないかと思いますが、今、日本のバドミン

トン界は若いうちに経験を多く積ませる機会を増やすこと等

によるジュニア強化策の効果が現れてきており、中高生が全

国大会等で跳進し今後が楽しみになってきています。 

 翻って、静岡県のバドミントン界を見てみますと先進県とは

大きな差になっているのが現実ではないかと思います。この

差を埋めていくには今以上に根底の育成とジュニアの強化

に力を注がなくてはならないと思います。このため指導者の

養成と資質の向上を図ることが緊急の課題ではないかと思

います。幸い指導委員会等関係者のご協力で指導者養成講

習会が毎年開催され多くの指導者が育ってきています。こう

した中で、本年12月には全国小学生バドミントン選手権大会

がエコパアリーナで、来年 8 月には全国中学生バドミントン

選手権大会が富士宮市で開催され全国の指導者が集まりま

す。指導者の皆さんは、これからの大会を通じて多くの指導

者との交流が図られる絶好の機会となることからジュニア育

成・強化の情報を入手し日頃の指導に取り入れ、更なる指導

の向上が図られることを期待しています。 
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第 67回岐阜国体に 

向けての抱負 

総監督 日下部 敏弘 

 

8月18日(土)～19日(日)愛知県大府市で行われました、 

東海ブロック大会から帰って来て書いています。 

試合結果は「成年男子」「成年女子」「少年男子」共に本戦

には進めませんでした。 

「成年男子」は本戦への可能性は充分ありましたがセットオ

ールの接戦を勝てず残念でしたが選手層が若くこれからが

楽しみです。 

この結果、岐阜国体へはフルエントリーの「少年女子」が、

出場します。 

岐阜国体は 10月5日(金)～8日(月)池田町で行われます。 

 

 

 

 

監督は経験豊かな西島知彦氏で選手は太田川真希(富士宮

北高)、芹澤妃那子・勝俣莉里香(御殿場西高)の３名です。 

選手はインターハイでは全国の強い選手を破り、又接戦を

演じており、この経験を活かして行けば良い結果に結びつ

くものと期待出来ます。 

インターハイ終了後は国体に向けて練習を積み重ねており、

心強く感じます。 

静岡旋風を起こしてくれる事を期待している。 

私事で恐縮ですが、岐阜国体については、４７年前の第２０

回岐阜国体は私が選手として初めて国体に出場した想い

での地です。 

今回、総監督として参加出来ます事は何かの縁を感じる 

次第です。 

国体の感動がその後のバドミントン人生に大きく影響を与

えてくれました。 

 

 

 

私たちは、3年生 2人、2年生 6人、1年生 5人の計 13名

で活動しています。部員全員が初心者であるため、フットワ

ークや基礎打ちなどの基本を中心に練習を行っています。

どこの学校にも負けないくらい練習し、私たちの目標である

「団体戦での県大会出場」を合言葉に、チーム全体で日々

練習に取り組んでいます。体力をつけるためにとてもハー

ドな練習をすることもありますが、互いに声を掛け合い、気

持ちを高め、一つ一つコツコツとこなしています。 

自分のプレーの目標やまだ十分でないところを明確にする

ために、「バド部ノート」を作り、技術の向上を目指すだけで

はなく、気持ちもしっかりと目標に向かっていくような工夫を

し、部全体の技術力や精神面の向上を図っています。 

土日の練習には、社会人の人たちが来て教えてくださり、

試合形式の練習をすることができるので、とても力になって

います。このように、多くの人々から御指導をしていただい

ているので、感謝の気持ちを忘れず日々の練習に取り組

み、是非とも部の目標を達成したいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

部員 3年生男子11名 

2年生男子7名 女子1名 

1年生男子14名 女子1名 

戦歴 現在は特になし 

平成14年度県総体団体３位 東海総体出場 

平成９年度県新人団体３位 東海選抜出場 

平成１０年度県総体団体優勝 東海総体出場 

平成１０年度全国総体出場 

活動状況 本校選手は、初心者がほとんどです。 

まず、ルールや基礎基本から学び３年生の春には、上級者

と対当に闘う事ができ県大会に出場する事が現在の目標で

す。また、競技の楽しさを体得し卒業後もずっとバドミントン

を続け競技人口の増加、バドミントンの普及発展につながれ

ばと思っています。さらに、高校部活動なのでバドミントンを

通じて高校生としての礼儀やマナー、学業との両立、試合に

勝つ為の努力、勝った時の喜びなど様々な事を学んで人間

的に成長してくれる事を目的に日々活動しています。 

卒業した先輩達の実績に少しでも近づけるように頑張って

います。活動場所 本校グランド・体育館（4～8面） 

 

 

 

 

磐田農業高校バドミントン部 

顧問 高尾修司 

沼津工業高等学校バドミントン部 

顧問 渡邉 治 大石 一秀 
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大自在 静岡新聞 平成 24年 8月 3日 朝刊より 

 

 

 

第30回 静岡県社会人バドミントン選手権大会 

平成 24年5月13日 富士通沼津体育館 

ダブルス 福島竜也・山下幸司 優勝 

 栗佑貴・山崎大嗣 準優勝 

シングルス 栗佑貴 優勝 

 山崎大嗣 準優勝  山下幸司 4位 

 

第62回 全日本実業団バドミントン選手権大会 

平成 24年6月13日～17日（日） ガイシホール（愛知） 

団体32強 

 

第67回 国民体育大会バドミントン競技 

静岡県選手選考会 

平成 24年6月24日 富士フイルム体育館 

ダブルス 栗佑貴・山下幸司 優勝 

シングルス 山崎大嗣 優勝 

 

第51回 全日本教職員バドミントン選手権大会 

平成 24年8月10～13  長野県長野市 

一般女子単 

2回戦 望月裕理 2-0 坂本恵里（埼玉） 

3回戦 望月裕理 0-2 村松咲希（香川） 

一般女子複 

2回戦 望月・小澤 2-0 岡田・堀口（奈良） 

3回戦 望月・小澤 0-2 南出・長谷川（石川） 

男子40歳以上単 

1回戦 湖東 淳 0-2 冨永克典（広島） 

男子50歳以上単 

1回戦 小川雅彦 0-2 清水邦浩（富山） 

 岩城保久 2-0 室井英彦（神奈川） 

2回戦 岩城保久 2-0 川原昌彦（富山） 

3回戦 岩城保久 1-2 大塚政典（愛知） 

男子40歳以上複 

1回戦 湖東・小川 0-2 矢島・寺田（埼玉） 

 

男子50歳以上複 

2回戦 大澤・岩城 2-0 釡瀬・坂本（福岡） 

3回戦 大澤・岩城 1-2 田部井・鈴木（埼玉） 

男子70歳以上複 

中田・陶山 0-2 吉川・奥本（広島） 

女子40歳以上複 

1回戦 植田・時森 1-2 伊勢・大西（愛媛） 

2回戦 神田・中村 0-2 安藤・竹内（愛知） 

 

第30回全日本レディースバドミントン選手権大会 

平成 24年7月31日～8月3日 北海道札幌市 

都道府県対抗 予選リーグ 3位 ２勝１負（セット率） 

メンバー： 山田文香 御宿みほ 大澤美樹 

杉ゆき江 山本晴世 小林朋子 三井栄子 

クラブ対抗 予選リーグ ３位 １勝２敗 

スルガウィングス 

メンバー： 臼井陽子 伊藤ソノ子 寺尾順子 中山委佐子 

竹下すみ子 山内純子 増井ゆき子 近江明美 

 

第９回ふじやまオープン 富士宮市民体育館 

平成 24年6月3日（日） 

各ブロック 優勝者 

A1 青島・松浦（パワーズ） 

A2 山本晴・山田（スルガウィングス・富士クラブ） 

A3 水谷・太田（あかしあ 長野） 

A4 坂巻・和田（八千代・コットン 千葉） 

A5 坪井・遠藤（ＣＬＥＡＲＳ） 

B1 山本真・福田（ウィッシュ） 

B2 佐野・山田（vivid・ｽｰﾊﾟー ﾊﾆｰｽ  ゙山梨） 

B3 浅原・神田（ウエンディ・スルガウィングス） 

B4 梅田・武智（マリーノ・スカイ） 

B5 高田・平井（ウィッシュ） 

B6 赤嶺・桑原（シャトルフレンズ 山梨） 

C1 木下・石原（vivid 山梨） 

C2 佐藤・村上（すみれ） 
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C3 大西・西永（豊田・レッツ 神奈川） 

C4 岩波・波多野（メルシー 神奈川） 

C5 高橋・横沢（あかしあ 長野） 

C6 大塚・富田（りんどう 長野） 

D1 稲生・澤田（スルガウィングス） 

D2 石野・野澤（ウィッシュ・北部） 

D3 菅野・飯田（ウィッシュ・神奈川） 

D4 太田・秋庭（ｴﾙｼｯｸｽ・さつきが丘 千葉） 

D5 村上・尼崎（平安クラブ 京都） 

E1 荒木・斉藤（ｼｬﾄﾙﾌﾚﾝｽﾞ・ｼﾞｭﾃﾞｨ 山梨・東京） 

E2 菊池・星川（飛鳥・高洲 千葉） 

E3 前川・友岡（津マミーズ 三重） 

E4 加藤・梶村（豊明 愛知） 

E5 松山・伊藤（りんどう 長野） 

F1 中辻・竹村（城北・ラベンダーズ 神奈川） 

F2 山田・阿山（ｴﾙｼｯｸｽ・shot04 千葉） 

 

第41回静岡県大学バドミントン選手権大会 

6月 2日、3日、9日    県立体育館 

男子1部    1位 静岡県立大学Ａ 

2位 静岡大学浜松Ａ   3位 静岡大学Ａ 

男子2部    1位 浜松大学Ａ 

2位 東海大学海洋学部Ａ    3位 静岡県立大学Ｂ 

男子3部    1位 富士常葉大学Ａ 

2位 文芸大学Ａ    3位 浜松医科大学Ｃ 

女子1部    1位 静岡大学Ａ 

2位 常葉大学Ａ    3位 浜松医科大学Ａ 

女子2部    1位 常葉大学Ｂ 

2位 常葉大学Ｃ    3位 浜松医科大学Ｂ 

 

第60回 静岡県高等学校総合体育大会バドミントン競技 

平成 24年5月19日、20日 沼津市民体育館 

男子学校対抗   準々決勝 

星陵 3-0 御殿場西 

富士 3-1 浜名 

科学技術 3-1 富士見 

伊東 3-0 富士東 

準決勝 
  

星陵 3-0 富士 

伊東 3-1 科学技術 

決勝    伊東 3-1 星陵 

三位決定   
  

科学技術 3-2 富士 

女子学校対抗 
  

準々決勝 
  

御殿場西 3-2 静岡女子 

星陵 3-2 伊東 

榛原 3-2 常葉菊川 

富士宮北 3-2 藤枝西 

準決勝 
  

御殿場西 3-1 星陵 

富士宮北 3-1 榛原 

決勝 
  

富士宮北 3-2 御殿場西 

三位決定 
  

星陵 3-0 榛原 

 

1位は全国高等学校総合体育大会、 

1位から 3位は東海総合に出場 

 

男子シングルス   

準々決勝 

田中航平（伊東） 2-0 森 瑞帆（富士） 
中垣内 拓実（御殿場西） 2-1 吉氷 健太郎（星陵） 

望月 洋希（星陵） 2-0 田原 優作（星陵） 

小川 耕汰（科学技術） 2-1 井上 寛規（星陵） 

準決勝 

田中航平（伊東） 

 

2-0 

 

中垣内 拓実（御殿場西） 

小川 耕汰（科学技術） 2-0 望月 洋希（星陵） 

決勝 

田中航平（伊東） 

 

2-0 

 

小川 耕汰（科学技術） 

男子ダブルス   

準々決勝   

河合・望月（星陵） 2-0 杉本・天野（藤枝東） 

岩川・齋藤（伊東） 2-1 井上・佐野（星陵） 

吉氷・真（星陵） 2-0 海老名・櫻井（伊東商業） 

田中・工藤（伊東） 2-0 小川・池谷（科学技術） 

準決勝  

岩川・齋藤（伊東） 

 

2-1 

 

河合・望月（星陵） 

田中・工藤（伊東） 2-1 吉氷・真（星陵） 

決勝 

田中・工藤（伊東） 

 

2-0 

 

岩川・齋藤（伊東） 

女子シングルス 

 準々決勝   
勝俣 莉里香（御殿場西） 2-0 山田 愛理佳（富士宮北） 
太田川 真希（富士宮北） 2-0 清 光里（星陵） 
金田 奈々（静岡女子） 2-0 田渡 夏菜（伊東） 
芹澤 妃那子（御殿場西） 2-0 河合 莉咲（星陵） 
準決勝 

  
太田川 真希（富士宮北） 2-0 勝俣 莉里香（御殿場西） 
芹澤 妃那子（御殿場西） 2-0 金田 奈々（静岡女子） 
決勝 

  
太田川 真希（富士宮北） 2-0 芹澤 妃那子（御殿場西） 

女子ダブルス   

準々決勝   

山田・清（星陵） 2-0 青木・伊藤（伊東商業） 

太田川・山田（富士宮北） 2-0 金田・稲森（静岡女子） 

田渡・古屋（伊東） 2-0 大島・松山（吉原） 

芹澤・勝俣（御殿場西） 2-0 河合・鈴木（星陵） 

準決勝 
  

太田川・山田（富士宮北） 2-0 山田・清（星陵） 

芹澤・勝俣（御殿場西） 2-0 田渡・古屋（伊東） 



平成 24年 10月 1日       バドミントンしずおか               (5) 

決勝 
  

芹澤・勝俣（御殿場西） 2-0太田川・山田（富士宮北） 

※１位・２位は全国大会出場 

 

第59回東海高等学校総合体育大会 

平成 24年6月16日、17日 池田町総合体育館 

男子団体   １回戦 

星陵 3-0 大垣北（岐阜） 

大垣西（岐阜） 3-0 科学技術 

準々決勝 
  

岡崎城西（愛知） 3-1 星陵 

名経大市邨（愛知） 3-0 伊東 

女子団体   １回戦 

名経大市邨（愛知） 3-0 星陵 

星城（愛知） 3-2 御殿場西 

準決勝 
  

大垣西（岐阜） 3-1 富士宮北 

 

平成 24年度 全国高等学校総合体育大会 

第63回全国高等学校バドミントン選手権大会 

平成 24年8月2日～6日 福井県営体育館   

男子団体 1回戦 

男子団体 
  

伊東 1-3      神戸村野工業（兵庫） 

岩川・齊藤 0（12-21,11-21）2 原田・三島 

田中・工藤 2（21-15,21-16）0 水口・牛尾 

瀬戸 海 0（12-21,16-21）2 猪塚 宥樹 

田中 航平 0（11-21,11-21）2 水口 恭兵 

女子団体 1回戦 

富士宮北 3-2 秋田北 

渡辺・遠藤 0（11-21,9-21）2 菅生・佐藤 

太田川・山田 2（21-15,21-12）0 菊池・菅原 

鈴木 秋海 2（21-11,21-15）0 福田 未悠 

太田川 真希 0（18-21,19-21）2 菅生 愛也 

山田 愛理佳 2（21-18,15-21、21-15）0 佐藤 想 

2回戦 

富士宮北 0-3 九州国際大学付属 

渡辺・遠藤 0（3-21,0-21）2 中村・金森 

太田川・山田 0（15-21,23-25）2 西尾・寺田 

鈴木 秋海 0（12-21,10-21）2 松岡英美 

男子ダブルス 1回戦 

岩川・齊藤(伊東) 2（21-17,21-18）0  遠藤・岩渕（岩手） 

田中・工藤（伊東） 1（12-21,21-19,14-21）2 山下・小森園（宮崎） 

2回戦 
  

岩川・齊藤 0（14-21,9-21）2 古城・渡邉（岡山） 

男子シングルス 
  

小川 耕汰 

（科学技術） 
1（15-21,21-18,17-21）2 榎戸 拓郎（山梨） 

田中航平（伊東） 0（13-21,16-21）2 日光 凌（石川） 

女子ダブルス 1回戦 

太田川・山田 

（富士宮北） 
0（15-21,19-21）2 高橋・菅野（島根） 

芹澤・勝俣 

（御殿場西） 
1（21-8,19-21,11-21）2 青木・山中（兵庫） 

女子シングルス 1回戦 

太田川 真希 

（富士宮北） 
2（ 棄権 ）0 伊藤 実里（山形） 

芹澤 妃那子 

（御殿場西） 
2（21-13,21-10）0 外間 優花（沖縄） 

2回戦 
  

太田川 真希 2（23-21,21-12）0 綿矢 汐里（福井） 

芹澤 妃那子 0（6-21,17-21）2 松本 麻佑（南北海道） 

3回戦 
  

太田川 真希 0（15-21,6-21）2 杉野 文保（兵庫） 
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スポーツごころを世界に 

伊東南中 男子団体 

東海中学総体 優勝 
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全国ABC小学生バドミントン大会県予選会 

平成24年6月23日    沼津市民体育館 

男子の部   Aクラス（5・6年）    

準々決勝 

小野田（富士山バド） ２－０ 山内（伊東SBC） 

平岡（伊東ワールド） ２－０ 野田（伊東SBC） 

勝間田（御殿場 Jｒ） ２－０ 岩城（伊東ワールド） 

稲葉（伊東ワールド） ２－０ 竹田（富士山バド） 

準決勝 
  

小野田（富士山バド） ２－０ 平岡（伊東ワールド） 

勝間田（御殿場 Jｒ） ２－０ 稲葉（伊東ワールド） 

決勝 
  

小野田（富士山バド） ２－１ 勝間田（御殿場 Jｒ） 

Bクラス（3・4年）    

準々決勝 

三橋（伊東SBC） ２－０ 清水（どんぐり Jr） 

藤原（どんぐり Jr) ２－１ 横山（伊東SBC） 

海野（富士山バド） ２－０ 神尾（富士山バド） 

高柳（羽球大井川 Jr） ２－０ 森（富士山バド） 

準決勝 
  

三橋（伊東SBC） ２－０ 藤原（どんぐり Jr) 

高柳（羽球大井川 Jr） ２－０ 海野（富士山バド） 

決勝 
  

三橋（伊東SBC） ２－１ 高柳（羽球大井川 Jr） 

Cクラス（1・2年）    

準々決勝 

勝又夢（御殿場 Jr) ２－０ 高柳（どんぐり Jr） 

澤野（沼津 Jr） ２－１ 河角（富士中央バド） 

小澤（伊東ワールド） ２－０ 勝又継（御殿場 Jr) 

鈴木（どんぐり Jr） ２－０ 松村（御殿場 Jr) 

準決勝 
  

勝又夢（御殿場 Jr) ２－０ 澤野（沼津 Jr） 

鈴木（どんぐり Jr） ２－０ 小澤（伊東ワールド） 

決勝 
  

勝又夢（御殿場 Jr) ２－０ 鈴木（どんぐり Jr） 

女子の部   Aクラス 

（5・6年）    

準々決勝 

新井田（伊東SBC） ２－０ 杉本（伊東SBC） 

今井（御殿場 Jr） ２－０ 渡辺（どんぐり Jr） 

鬼束（羽球大井川 Jr） ２－０ 長谷川（伊東SBC） 

住吉（伊東SBC） ２－０ 内山（岩松 Jr） 

準決勝 
  

新井田（伊東SBC） ２－０ 今井（御殿場 Jr） 

住吉（伊東SBC） ２－１ 鬼束（羽球大井川 Jr） 

決勝 
  

新井田（伊東SBC） ２－０ 住吉（伊東SBC） 

Bクラス（3・4年）    

準々決勝 

三好（伊東ワールド） ２－０ 深津（広幡バドキッズ） 

内田優（広幡バドキッズ） ２－０ 大塚（広幡バドキッズ） 

杉本（沼津 Jr） ２－０ 内田真（広幡バドキッズ） 

鈴木（広幡バドキッズ） ２－０ 小林（羽球大井川 Jr） 

準決勝 
  

三好（伊東ワールド） ２－０ 内田優（広幡バドキッズ） 

鈴木（広幡バドキッズ） ２－１ 杉本（沼津 Jr） 

決勝 
  

三好（伊東ワールド） ２－０ 鈴木（広幡バドキッズ） 

Cクラス（1・2年）    

準々決勝 

荒井（富士中央バド） ２－０ 山下（藤枝 Jr） 

廣瀬（羽球大井川 Jr） ２－０ 松浦（吉田バド） 

石井（伊東ワールド） ２－０ 藤浦（吉田バド） 

坂本（六合 Jr） ２－０ 仲丸（藤枝 Jr） 

準決勝 
  

荒井（富士中央バド） ２－０ 廣瀬（羽球大井川 Jr） 

坂本（六合 Jr） ２－０ 石井（伊東ワールド） 

決勝 
  

坂本（六合 Jr） ２－１ 荒井（富士中央バド） 

※優勝者は全国大会出場（8月、熊本） 

若葉カップ全国小学生バドミントン大会県予選会 

平成24年5月13日    大井川体育館 

男子決勝リーグ 

伊東ワールド ３－１ どんぐり Jr 

伊東ワールド ３－２ 御殿場 Jr 

富士山バド ３－０ 伊東ワールド 

伊東ＳＢＣ ３－１ 伊東ワールド 

伊東ＳＢＣ ３－１ どんぐり Jr 

伊東ＳＢＣ ３－１ 御殿場 Jr 

伊東ＳＢＣ ３－２ 富士山バド 

富士山バド ３－０ どんぐり Jr 

富士山バド ３－０ 御殿場 Jr 

御殿場 Jr ３－２ どんぐり Jr 

①伊東ＳＢＣ②富士山バド③伊東ワールド 

女子決勝トーナメント    

準決勝 

羽球大井川 Jr ３－１ 富士中央バド 

伊東ワールド ３－２ 御殿場 Jr 

3位決定戦 
  

御殿場 Jr ３－１ 富士中央バド 

決勝 
  

羽球大井川 Jr ３－０ 伊東ワールド 

①羽球大井川 Jr②伊東ワールド③御殿場 Jr 

※男女1位は全国大会出場 

全国小学生バドミントン大会県予選会 

平成24年8月18日   沼津市民体育館 

男子の部   6年生以下シングルス    

準決勝 

小野田（富士山バド） ２－０ 屋比久（富士中央バド） 

勝間田（御殿場 Jｒ） ２－０ 留場（SWACJr） 

決勝 
  

小野田（富士山バド） ２－０ 勝間田（御殿場 Jｒ） 

3位決定戦 
  

留場（SWACJr） ２－１ 屋比久（富士中央バド） 

6年生以下ダブルス    

準決勝 

稲葉・岩城（伊東ワールド） ２－０ 赤池・桐部（富士山バド） 

野田・山内（伊東SBC） ２－０ 村田・島田（伊東ワールド） 

決勝 
  

野田・山内（伊東SBC） ２－０ 稲葉・岩城（伊東ワールド） 

3位決定戦 
  

村田・島田（伊東ワールド） ２－０ 赤池・桐部（富士山バド） 

5年生以下シングルス    

準決勝 

平岡（伊東ワールド） ２－０ 宮本（御殿場 Jｒ） 

三好（伊東ワールド） ２－０ 坂本（六合 Jr） 
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決勝 
  

平岡（伊東ワールド） ２－０ 三好（伊東ワールド） 

3位決定戦 
  

坂本（六合 Jr） ２－０ 宮本（御殿場 Jｒ） 

5年生以下ダブルス    

準決勝 

竹田・土井（富士山バド） ２－１ 渡邉・海野（富士山バド） 

福田・三橋（伊東SBC） ２－０ 小川・鈴木（伊東ワールド） 

決勝 
  

福田・三橋（伊東SBC） ２－０ 竹田・土井（富士山バド） 

3位決定戦 
  

渡邉・海野（富士山バド） ２－０ 小川・鈴木（伊東ワールド） 

4年生以下シングルス    

準決勝 

高柳（羽球大井川 Jr） ２－０ 森（富士山バド） 

藤原（どんぐり Jr) ２－０ 清水（どんぐり Jr） 

決勝 
  

高柳（羽球大井川 Jr） ２－０ 藤原（どんぐり Jr) 

3位決定戦 
  

清水（どんぐり Jr） ２－０ 森（富士山バド） 

4年生以下ダブルス    

準決勝 

勝又旭・勝又夢（御殿場 Jr) ２－０ 佐野・渡辺覚（富士山バド） 

早川・横山（伊東SBC） ２－０ 神尾・渡辺光（富士山バド） 

決勝 
  

早川・横山（伊東SBC） ２－０ 勝又旭・勝又夢（御殿場 Jr) 

3位決定戦 
  

佐野・渡辺覚（富士山バド） ２－１ 神尾・渡辺光（富士山バド） 

女子の部    

6年生以下シングルス    

準決勝 

今井（御殿場 Jr） ２－０ 渡辺（どんぐり Jr） 

鬼束（羽球大井川 Jr） ２－０ 大川（伊東ワールド） 

決勝 
  

今井（御殿場 Jr） ２－０ 鬼束（羽球大井川 Jr） 

3位決定戦 
  

渡辺（どんぐり Jr） ２－０ 大川（伊東ワールド） 

6年生以下ダブルス    

準決勝 

住吉・新井田（伊東SBC） ２－０ 池田・小林（羽球大井川 Jr） 

長谷川・杉本（伊東SBC） ２－０ 寺田・渡辺（御殿場 Jr） 

決勝 
  

住吉・新井田（伊東SBC） ２－０ 長谷川・杉本（伊東SBC） 

3位決定戦 
  

池田・小林（羽球大井川 Jr） ２－０ 寺田・渡辺（御殿場 Jr） 

5年生以下シングルス    

準決勝 

八木（六合 Jr） ２－１ 井上（伊東SBC） 

清水（羽球大井川 Jr） ２－０ 新田（御殿場 Jr） 

決勝 
  

八木（六合 Jr） ２－０ 清水（羽球大井川 Jr） 

3位決定戦 
  

井上（伊東SBC） ２－０ 新田（御殿場 Jr） 

5年生以下ダブルス    

準決勝 

佐野・原（富士山バド） ２－０ 森・藤浪（富士山バド） 

石上・鈴木（羽球大井川 Jr） ２－０ 平井・山崎（蒲原スポ少） 

決勝 
  

佐野・原（富士山バド） ２－１ 石上・鈴木（羽球大井川 Jr） 

3位決定戦 
  

平井・山崎（蒲原スポ少） ２－０ 森・藤浪（富士山バド） 

４年生以下シングルス    

準決勝 

三好（伊東ワールド） ２－０ 小林（羽球大井川 Jr） 

杉本（沼津 Jr） ２－１ 深津（広幡バドキッズ） 

決勝 
  

三好（伊東ワールド） ２－０ 杉本（沼津 Jr） 

3位決定戦 
  

小林（羽球大井川 Jr） ２－０ 深津（広幡バドキッズ） 

4年生以下ダブルス    

準決勝 

内田・鈴木（広幡バドキッズ） ２－０ 河角・岩本（富士中央バド） 

内田・大塚（広幡バドキッズ） ２－０ 長谷・鈴木（伊東ワールド） 

決勝 
  

内田・鈴木（広幡バドキッズ） ２－０ 内田・大塚（広幡バドキッズ） 

3位決定戦 
  

河角・岩本（富士中央バド） ２－０ 長谷・鈴木（伊東ワールド） 

※各種目3位までは全国大会出場（12月 静岡県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

県協会の大きな事業であります、「全国小学生バドミ

ントン選手権大会」が、近づいております、皆様の協

力を得て、大会を盛り上げていきましょう。 

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。 

 

― 広報委員会からのお願い ― 

 

原稿に関しまして原稿締切を、過ぎての入稿が目立っております、

原稿締切の厳守をお願いいたします。 

入稿方法は、従来の方法に加へメールにても受け付けております。 

下記の広報メールまでお願いいたします。 

（パソコンで入力しました原稿は、メールでの入稿をお願いいたします。） 

 


