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バドミントン愛知
BADMINTON   AICHI

バドミントン愛知 № 133

男子シングルス　パートナー同士の対決。森田貴士が北岡真一に競り勝ち優勝�●
　森田と北岡は共にスペースシャトルの所属でペアを組む。各々準々決勝シングルス、
準決勝ダブルスの２試合をファイナルゲームまで縺れさせ、この日ここまでダブルス、
シングルス合計４試合を勝ち抜いて来た。手の内が分かっているのだろうか、終盤まで
シーソーゲームが続く。わずかだがより丁寧な試合運びで北岡が第１ゲームを 21 － 19
で先取。ゲーム終盤に来て北岡に疲労が垣間見える。第２、第３ゲームも点差が広がる
ことなく進む。しかし、北岡はよく粘るものの疲れのせいか？最後まで終始リードを
許し、森田が逃げ切った。

男子ダブルス　北岡・森田組が社会人対決を制し、優勝�● ● ● ● ● ● ● ● ●
　決勝戦はシングルスの決勝を戦った北岡真一・森田貴士と田中利典・佐々
木瞬（フレスカ）。第１ゲームは一進一退。似たようなプレースタイルだ
が森田の高い打点から繰り出すジャンプスマッシュと北岡の前衛での早い
タッチと球捌きが光る。第２ゲームの最後は森田のジャンプスマッシュが
３連続で決まり、あっさりと栄光を手にした。息のぴったり合ったプレー
が随所にあったが実はこの二人、この春同じチームに所属したばかりでほ
とんど急造ペアに近いらしい。今後の活躍に期待したい。

女子シングルス　中学１年生の久湊菜 （々はりーあっぷジュニア）が優勝� ● ● ● ● ● ● ● ● ●
　事実上の決勝戦であった？佐藤絢香（SMAGAN）との準決勝。佐藤は第１ゲー
ムを 21 － 15 で先取したものの、久湊は終始シャトルを拾いまくり、丁寧な返球を
繰り返す。ラリーが続き点数差以上に大接戦、見ごたえのある試合だった。最後は
練習量で勝る久湊が第２、第３ゲームを取り返した。決勝戦は同じ中学生の三津山
琴莉（章南中）との中学生対決。久湊は試合後「今日はどの試合も立ち上がりの調
子が今一つだったのでラリーを続けることに集中した」と話していたが、確かに動
き回ることで尻上がりに調子が上がって来た。互いにクリアーの応酬、時折ドロッ
プを交え、相手の体勢を崩し、プッシュやスマッシュで決める。オーソドックスに
最初からスマッシュを打つことはほとんどない。若干久湊のクリアーに勢いがある。
その上時々三津山に簡単なミスが続き、２－０で久湊が完勝した。
　試合後のインタビューで久湊にこれからの目標を訊ねると「まずは自分より年上
が出る JOC 予選を勝ち抜きベスト８に入りたい」。「それからは？」とさらに突っ込むと、はにかみながら「優勝」
と答えてくれました。そこには、あどけなさが残る新一年生の笑顔があった。

女子ダブルス　佐藤絢香（SMAGAN）・川崎史恵（B-CREW）が優勝�● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
　決勝戦の相手は同じ社会人の横田美鈴・濱野絵美（G.spank）。自分達のペー
スで危なげなく終始ゲームをリードし、完勝。佐藤はシングルス準決勝で
久湊に負けダブルスしかないと気合が入った。年下の川崎は、ここに来る
までミスが多くパートナーの佐藤に迷惑ばかりかけてきたと恐縮していた
が、試合が進むにつれ良くなり優勝に貢献した。 （岩田　崇）

平成 28年７月　　発行者／愛知県バドミントン協会　　編集者／広報委員会

第128回中日楯争奪平成28年度春季愛知県新人バドミントン大会
　４月３、10、17 日の３日間にわたって４会場、延べ 755 名の参加者を得て熱戦が繰り広げられた。最終日の
北スポーツセンターには各種目のベスト８が集まり、優勝を目指した。

左 : 北岡、右：森田

左 : 川崎、右：佐藤
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　第 70 回愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技が５
月 21 日（土）～ 28 日（土）に行われました。初日の団体戦は、
男子は岡崎城西、名経大市邨、愛工大名電、星城という各支部
予選上位校が順当に４強に勝ち上がりました。準決勝の岡崎城
西ＶＳ星城の試合は星城の第１複が２ゲーム目を奪うという健
闘を見せたものの、岡崎城西が３－０で勝利しました。市邨Ｖ
Ｓ名電という名北支部の決勝と同じ当たりとなった準決勝のも
う一試合は第１複、第２複、第１単ともに３ゲーム目までもつ
れ込む接戦となりましたが、市邨が３－１で勝ちました。
　前回の新人戦と同じ対戦となった決勝は、第１複、第２複、
第１単が３コート同時展開で行われました。第１複、第１単を
取った城西が優勝に王手をかけますが、エースで臨んだ第２単
を落とし、第３単の勝負となりました。第１ゲームを 21 － 19
で競り勝った城西は２ゲーム目も白熱した接戦の末 30 － 28 で
取って、昨年度総体の雪辱を果たしました。
　女子団体戦も、決勝は男子と同じく岡崎城西ＶＳ名経大市邨
となりましたが、３－２で岡崎城西が勝利し、アベック優勝を
果たしました。
　22 日開催の個人戦ダブルスでは、男子は成田・小西（愛工大
名電）が優勝し、２位は中林・青山（名経大市邨）、女子は吉田・
伊藤（岡崎城西）が優勝し、２位は決定戦の末、宮浦・山本実（豊
川）となりました。
  28 日の個人戦シングルスは、男子の優勝は村瀬（名経大市邨）、
２位が野中（岡崎城西）、女子の優勝は吉田（岡崎城西）、２位
が伊藤（岡崎城西）でした。
　僕たち大府高校は団体戦、個人戦すべてで目指していたところの手前で敗れてしまうという悔しい結果と
なってしまいました。この大会を最後に３年生の先輩方が引退したので、新チームの団結を強め、来年度の
総体での団体戦ベスト４進出を目標に、これから１年間練習に励んでいきたいと考えています。
   （大府高校バドミントン部　男子部新主将　深谷拓未　　女子部新主将　池戸あゆ美）

　最終の５年シングルスが勝った瞬間、チーム全員が歓喜し
涙があふれ出てきました。
　全国若葉カップに出場経験のある男子が先に優勝を決め、
本命視されていた女子に初出場というプレッシャーがのしか
かっていました。そんな中、２－２で回ってきた最終５年シ
ングルスは、冷静な試合展開で見事逆転勝利し、一生忘れら
れない初のアベック優勝をつかみ取りました。
　第 28・29 回大会に男子が出場したときは、全国大会の雰
囲気にのまれ、いずれも予選リーグ敗退という悔しい結果で
終わっているので、今回は愛知代表として恥じないように男

女とも「ベスト４」を目標に京都で T-Jump Jr. の合言葉、菜の花旋風を巻き起こして来ます。
　応援よろしくお願いします !! （T-Jump　Jr. 代表　河辺慎吾）

★男子出場メンバー
片山温斗６年）・清田駿一郎（６年）・高橋秋夜（６年）・寺西情（５年）・片山太智（５年）・山田俊輔（５年）・
大谷健人（４年）・寺西怜生（２年）・森下虎愛（２年）・片山結太（１年）
★女子出場メンバー
中林瑞貴（６年）・河辺美颯（６年）・大河礼奈（６年）・渡辺杏和（５年）・河合華琉（５年）・河辺ひなた（５
年）・片山せりな（５年）・吉原彩葉（５年）・伊藤依里（４年）・松井心愛（４年）

第70回愛知県高等学校総合体育大会

第32回若葉カップ愛知県予選大会

　広報委員会では高校総体、新人戦の県大会の観戦記を書いてくださる高校生を募集しています。我こそ
は、と思う高校生諸君は、顧問の先生を通じて、広報委員会までご連絡ください。連絡先は本誌最終ペー
ジにあります。

優勝に沸く岡崎城西（男子団体戦）

勝利の瞬間（女子団体戦）
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　平成 27 年度愛知県バドミントン協会総会が、平成 28 年３月 20 日（日）愛知県スポーツ会館において 120
名の出席のもと開催された。総会開催の前に特別功労賞５名、功労賞８名、技能功労賞 10 名・１団体の表
彰がありました。また、賛助会より６名に対して奨励賞が渡されました。総会報告事項は全体の事業報告に
続き各専門委員会、各加盟団体の事業報告があり、協議事項では全体の事業報告および専門委員会に事業計
画が提案され、決算・予算案と共に承認されました。また、平成 28 年度は全日本社会人選手権大会を始め
３大会の全国大会、国民体育大会東海大会が愛知県で開催されることが決まりました。（総務委員会）

平成 28 年度愛知県バドミントン協会　事業計画
　１．「チーム愛知」としての一体感を生み出す選手強化策を進め、国民体育大会での入賞、全日本総合出
　　　場につながる第１種大会でのメダルの獲得、小中学生の全国大会でのメダル獲得を目指す
　２．ジュニア選手競技力の基盤強化につながるジュニア指導者の養成、拡大を図る
　３．登録サポートシステムを生かし、小・中学生を重点に置いた会員登録の拡大を図る
　４．市町村連盟・協会の加盟拡大を図る
　５．第 59 回全日本社会人選手権大会を円滑に開催する
　６．国民体育大会第 37 回東海ブロック大会を円滑に開催する
　７．第 45 回全国高等学校選抜選手権大会の円滑な開催を推進する
　８．第 17 回全国社会人クラブ対抗大会の円滑な開催を推進する

平成 27 年度愛知県バドミントン協会表彰
【特別功労賞】
　　佐藤荘二 （愛知県バドミントン協会　副理事長）
　　高橋英俊 （岡崎バドミントン協会　副会長）
　　青山伸幸 （岡崎バドミントン協会　常務理事）
　　吉見千津子 （蒲郡バドミントン協会　会長）
　　近藤晃右 （西尾市バドミントン協会　会長）
【功労賞】
　　芦口恭彦 （岡崎バドミントン協会　理事長）
　　寺嶋宏二 （岡崎バドミントン協会　常務理事）
　　麻生真一 （知多市体育協会バドミントン連盟　副部長）
　　小嶋真弓 （知多市体育協会バドミントン連盟　副部長）
　　山本龍次 （西尾市バドミントン協会　常務理事）
　　中口直人 （はりーあっぷジュニア）
　　森川三津夫 （西尾ジュニア）
　　中口邦美 （みかクラブ）
【技能功労賞】
　　平松孝浩 （名古屋市役所）第 32 回全日本シニア選手権大会 40 歳以上男子単　優勝
　　加藤千里 （豊田通商）32 回全日本シニア選手権大会 40 歳以上混合複　優勝
　　磯貝謙太郎 （紫電会）第 32 回全日本シニア選手権大会 40 歳以上混合複　優勝
　　山西智佳子 （岡崎フェニックス）第 32 回全日本シニア選手権大会 50 歳以上混合複　優勝
　　高井亜季代 （岡崎フェニツクス）第 10 回全日本レディース競技会（個人戦）１部　複優勝
　　伊藤早央吏 （春日井）第 10 回全日本レディース競技会（個人戦）１部　複優勝
　　愛知県 （日本スポーツマスターズ 2015 競技会女子団体優勝）
　　久湊菜々 （はりーあっぷジュニア・名古屋市立菊住小）第 24 回全国小学生選手権大会女子複６年生以下優勝
　　石田　萌 （はりーあっぷジュニア・阿久比町立草木小）第 24 回全国小学生選手権大会女子複６年生以下優勝
　　岩野滉也 （西尾ジュニア・碧南市立日進小）第 24 回全国小学生選手権大会男子単５年生以下優勝
　　山本優愛 （みかクラブ・岡崎市立六名小）第 16 回全国小学生ＡＢＣ大会女子単Ｃグループ１・２年生優勝
【賛助会奨励賞】
　　李　　正 （はりーあっぷジュニア・大府市立大府中）第 34 回全日本ジュニア選手権大会男子単ｼﾞｭﾆｱ新人の部　第３位
　　久湊菜々 （はりーあっぷジュニア・名古屋市立菊住小）第 24 回全国小学生選手権大会女子複６年生以下優勝
　　石田　萌 （はりーあっぷジュニア・阿久比町立草木小）第 24 回全国小学生選手権大会女子複６年生以下優勝
　　岩野滉也 （西尾ジュニア・碧南市立日進小）第 24 回全国小学生選手権大会男子単５年生以下優勝
　　梅田莉々子 （岡崎ジュニアクラブ・愛知教育大学付属岡崎小）第 24 回全国小学生選手権大会女子単６年生以下第３位
　　山本優愛 （みかクラブ・岡崎市立六名小）第 16 回全国小学生ＡＢＣ大会女子単Ｃグループ１・２年生優勝

愛知県バドミントン協会総会

末岡会長挨拶

表彰式

総会会場



― 4 ―

　

　当協会副会長である上原信彦氏の旭日双光章受章の祝賀会が
平成 28 年２月 28 日、名古屋マリオットアソシアホテルに於い
て盛大に開催され、愛知県協会、春日井市連盟、各連盟のほか、
日本協会や遠くは北海道、鳥取県等他県からも親交の深い多く
の方々がお祝いに駆けつけてこられました。
　最初に末岡県協会会長のご挨拶、続いて綿貫日本バドミント
ン協会会長、村木愛知県体育協会理事長の祝辞があり、山田県
協会理事長と賛助会から夫々記念品が贈呈されました。

　 花束贈呈の後、上原副会長から奥様に感謝を込めて花束を渡さ
れ、大きな拍手が沸き起こりました。その後臨席の皆様に「今後も愛知県のバドミントン発展にお力
添え頂きたい」と返礼のご挨拶があり、関根日本協会副会長のご発声で乾杯、和やかにまた賑やかな
雰囲気の中祝宴が進み、結びに山本副会長の万歳三唱で閉会しました。

上原副会長　旭日双光章受章祝賀会を盛大に開催

愛知県バドミントン協会
 理事長       山田順一郎

　日本バドミントン協会のナショナルプレーヤーによる違法カジノへの出入りと
いう悪夢のようなニュースで平成 28 年度が始まり、マスコミの報道によりご承
知のように８人の処分者を出し、約２週間後にようやく事態の収束を迎えました。
これを機に自粛自戒の念をもち日本バドミントン協会はもとより本会も今まで以
上の倫理観、社会的責任、法令順守の気持ちをもち協会運営に携わっていく所存
であります。
　さて、平成 28 年度の本会の事業計画は、強化部門としては「チーム愛知」と
しての一体感を生み出す選手強化策を目的とした「オール愛知強化練習会」を年

６回実施し、全国大会における上位入賞を目指していきます。指導部門としては日体協公認指導者資格
取得の推進と維持管理はもとより、ジュニア選手の強化にもつながるジュニア指導者のレベルアップの
ための講習会を小・中・高の各カテゴリーに分け、また開催する地域も細分化し、きめ細かいジュニア
指導者のレベルアップを図っていきます。普及部門としては市町村連盟・協会の加盟拡大を図るととも
に、昨年度からスタートした登録サポートシステムを活用し、小・中学生に重点を置いた会員登録の拡
大を図っていきます。以上の強化・指導・普及の本会の事業に対しまして皆様のご支援をよろしくお願
いいたします。
　また、本年度は８月にミニ国体、９月に全日本社会人大会、３月に全国高校選抜大会、全国社会人ク
ラブ対抗大会が開催されます。これらの大会運営に皆様のご協力を重ねてお願いいたします。
　最後になりましたが、８月にはリオオリンピックが開幕いたします。日本選手の活躍を大いに期待し
て止みません。
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夏�目�朱�理（名古屋経済大学市邨中学校）
　こんにちは。名古屋経済大学市邨中学校の夏目朱理（中学３年生）を紹介しま
す。彼は少し小柄でのんびりとした性格ではありますが、持ち前のアタック力と
スピードで、小学校時代には全国大会出場、また中学進学後も昨年度の全国大会
団体ベスト８に貢献し、個人戦でも２年生ながらダブルスで全国大会出場を果た
しました。シングルスでも昨年度のＪＯＣへの出場、今年度の愛知県大会（４月
開催）で準優勝という実績をあげています。今後の目標は、夏の中学校総体で個
人戦全国ベスト８、そして高校進学後は１年生で全国出場、最終的には団体・個
人全てで全国ベスト８以上を目指していきたいと気持ちを高ぶらせています。彼

は今、ラリー中のミスを減らすことがこれからの自分の課題であると考えています。そのために練習の中で
ミスをしないよう意識を高め、常に長いラリーを心がけるよう練習に取り組んでいます。普段の練習の姿か
ら感じることは、本当にバドミントンが好きであり、強くなりたいという高い意識の中で真剣に練習に向き
合っているということです。毎日のコツコツとした積み重ねが大切だということを忘れず、尊敬している先
輩や同級生、後輩と切磋琢磨し、目標に一歩でも近づけるよう努力を重ねてほしいと思います。そしていつか、
憧れる佐々木翔選手のようになり、世界に羽ばたいていけるようなプレーヤーになってくれることを期待し
たいと思います。 （名古屋経済大学市邨校中学校バドミントン部顧問　石井久伸）

　北山東山バドミントンクラブは、大府市で 1974 年に
ファミリーバドミントンとして発足しました。大府市
にはファミリーバドミントンクラブが７チームあり、
その中でも歴史のあるチームです。
　現在私たちのチームは、発足当時からのコーチを中
心として、小学生、中学生、大人の会員（100 名ほど）
にて楽しく練習しています。ファミリーバドミントン
の特色を活かし、年２回のファミリー大会に親子で積
極的に参加しています。小学生は、その他市の大会、県の大会にも出場し、上位入賞を目指しています。
　北山東山バドミントンクラブといえは、ダブルスとイメージする方も多いのではないでしょうか。当チー
ムでは、ダブルスに力を入れてローテーション練習のほか、実戦練習で経験を積んでいます。時には上級生
と下級生がペアを組み、上級生の動きを学んでいます。その成果を発揮し、市内大会では全ペアが入賞を、
県大会では全学年が東海大会に出場できることを目標にしています。過去には全国大会に出場した先輩も多
数いて、現在の小学生メンバーもそんな先輩たちに続けるよう、日々練習に励んでいます。そんな先輩方か
ら受け継いでいる当チームの「こころ」がありますので、紹介させていただきます。
　「はい」と言える素直なこころ・「すみません」と言える反省のこころ・「私がします」と言えるやる気の
こころ・あいさつが言えるあたりまえのこころ・「ありがとう」と言える感謝のこころ
　以上この５つのこころを小学生は練習開始、終了の体操時にみんなで唱和をしながら日々頑張っています
ので応援よろしくお願いします。 （北山東山バドミントンクラブ　小澤三枝）

 

此の欄は、連載物のコーナーと
して県内各チームの紹介やその他
の記事を皆さんに続けてお届け
するコーナーです。

　今回は、
「 北山東山バドミントンクラブ 」

を紹介します。
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◆ 第26回愛知県レディースバドミントン大会
　（個人戦）成績表
期日　平成28年5月17日（火）～19日（木）・24日（火）
　　　・25 日（水）
会場　日本ガイシスポーツプラザ　第二競技場

◆ 平成28年度　第1回オール愛知強化練習会開催
　平成 28 年４月９日（日）新日鐵住金名古屋体育館
にて、愛知県内の小・中・高のトップ選手及び実業
団選手を集めた強化練習会を開催しました。
　当日は、愛知県バドミントン協会の山田理事長・
伊藤副理事長も激励に駆けつけて頂きました。

　今年度の第１回の合同練習会となり、各カテゴ
リー選手は５月から順次開催される１種大会の県予
選に向かってゲーム練習に励み熱戦を展開。
　今年度は６回 / 年のオール愛知練習会を計画して
おります。

◆ 第64回東海学生バドミントン選手権大会
　４月11日（月）～14日（木）、天白スポーツセンター
にて第 64 回東海学生バドミントン選手権大会が行
われました。結果は以下の通りです。

◆ ジュニアアスリート向けスポーツ栄養講座開催案内
　平成 28 年９月 24 日（土）大府市民体育館にて、ス
ポーツ栄養学基礎講座を開催致します。
　ジュニア選手を対象としておりますが、指導従事
されている方や御父兄の方、栄養学に興味のある方
の参加をお待ちしております。 
　詳細は、愛知県協会ホームページにも改めて掲載
致します。

【講座計画】
（1）スポーツ栄養学の基礎
（2）食べ合わせと摂取タイミングについて
（3）スポーツ時に向いていない食事
（4）成長を促す食事方法
（5）食事内容（試合前 / トレーニング時 / 試合後等）
（6）疲労回復に良い食事と摂取方法
　上記より内容が一部差し替わる事がございます。

プレゼンター　管理栄養士　高橋文子（たかはし　あやこ）

優勝

男子単 成田 佑二（中京大学）

男子複 小寺 達也・近藤 峻矢（愛知淑徳大学）

女子単 永井 愛加（愛知大学）

女子複 金田 紗由美・藤田 夏未（愛知淑徳大学）

日程 場所

第 2回  7 月 23 日．24 日 愛知製鋼体育館

第 3回  8 月  7 日 豊田織機体育館

第 4回 10 月 16 日 豊田織機体育館

第 5回 12 月 10 日 愛知製鋼体育館

第 6回  2 月 12 日 新日鐵住金体育館

山田理事長より激励

練習を終えて集合写真

スピードノック練習

【経歴】
・味の素ナショナルトレーニングセンター内食堂に
　て管理栄養士として勤務
・味の素ビクトリープロジェクトの管理栄養士とし
　て、ロンドンオリンピックで活動
〇管理栄養士 / 公認スポーツ栄養士
〇公益財団法人日本オリンピック委員会科学サポー
　ト部会員
〇公益財団法人日本テニス協会テクニカルサポート
　部会員
〇テニスマガジン（ベースボールマガジン社）「テ
　ニス食」連載中

選手強化委員会　馬場　直樹

675 組 1350 人
1　　　位 1　　　位

氏　名 地　域 氏　名 地　域

1ブロック
岩間　和美 刈谷

14 ブロック
伊藤　愛子

一宮
今野美代子 大府 水野　純子

２ブロック
岩田　恭子

一宮 15 ブロック
菱田由貴子

名古屋
丹下　美樹 小島　桂子

３ブロック
辻口千代美

豊田 16 ブロック
小椋志津子

一宮
菊地　貞子 足立美貴子

４ブロック
福田　康枝

豊田 17 ブロック
杉山　靖子

一宮
海野　由佳 浅野裕美子

５ブロック
赤川　香織

豊川 18 ブロック
高見　五紀

安城
加藤　智子 脇元　清美

６ブロック
曽我部宏美

一宮 19 ブロック
比護　尚子

大治
横井　　薫 小寺　美穂

７ブロック
志賀　和代

安城 20 ブロック
町野　利佳

名古屋
山口　佳代 宇井亜沙子

８ブロック
西村　洋子

知多 21 ブロック
野崎　幸恵

碧南
大西　晴美 青木　智子

９ブロック
下村　千裕

清須 22 ブロック
鈴木希世美

安城
毛利　恵実 細矢真由美

10 ブロック
青木妃呂美

安城 23 ブロック
宮田真喜子

知立
大槻　美紀 佐藤　美穂

11 ブロック
各務由紀恵

犬山 24 ブロック
前田　陽子

江南
大鹿佐紀子 沢田　裕子

12 ブロック
直居　美鶴

名古屋 25 ブロック
小林美由紀

蒲郡
土井　恵美 竹内由起子

13 ブロック
大房　保代

名古屋
大西　慶子
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☆一宮バドミントン協会☆

☆稲沢市バドミントン協会☆

☆春日井市バドミントン連盟☆

☆知多市体育協会バドミントン連盟☆

◆ 一宮春季総合バドミントン大会
　３月20日一宮総合体育館（ＤＩＡＤＯＲＡ）にて混
合ダブルスの試合が行なわれました。

◆ 第 38 回稲沢市民春季バトミントン大会
　平成 28 年５月８日（日）に第 38 回稲沢市民春季
バドミントン大会がＴＧアリーナで行われました。
参加者は 144 名で、男女とも６部制で行いました。
この中で、「レジェンド」とお呼びして差し支えな
い方がおられました。最高齢であるこのお方のお歳
は何と 87 歳。お孫さんほどの若者と対戦しておら

◆ 第17回一宮尾西レディースバドミントン大会
　３月７日尾西スポーツセンターにて行われました。
優勝者の皆さんです。

　今回は、女子シングルス優勝の
永井愛加選手にお話を聞きまし
た。試合後に、「この大会は私に
とってプレッシャーでした。２年
生の時に勉強のため１年間休部
し、復帰後の最初の大会でした。
それに、結果を出さなければ認め
られない現状もあり、気持ち的に
厳しい場面がありましたが、部員
の仲間の応援の力もあり、優勝す
ることができました。今回の試合
で良い結果を残せたので、これからも頑張っていき
たいと思います。」とコメントしてくださいました。
永井選手は文武両道を一番意識し、実行しています。
大学生にとっても、高校生にとってもとても見本と
なる選手だと思います。これからも勉強と部活を頑
張って、有意義な学生生活を送れるように、応援し
ていきましょう。

大会種目 優　勝 ２　位 ３　位

男子ダブルス１部 淺沼　晴登
伊藤　正和

森谷　秋星
上村　幸司

　　　〃　　２部 久野　雅巳
和田　一輝

賢生　季隆
佐々木友稀

安藤　勝基
安藤　芳徳

　　　〃　　３部 中嶋　章敏
中村　斗菜

相場　馨人
浅井滉太郎

女子ダブルスの部 大西　晴美
西村　洋子

中井　美穂
佐藤そのみ

森谷　信江
浅井佐友里

小学生シングルス
　卒業大会（６年） 山内  さち（知多 Jr） 早川  真由（八幡） 横山  和香（八幡）

斉藤  桃花（八幡）

大会種目 優　勝 ２　位 ３　位

男子ダブルス１部 淺沼  晴登
竹内  秀則（新田クラブ）

　　　〃　　２部 北川  利光
宇佐見達也（東海シャトルズ）

浅井  貴大
浅田佑里奈（つつじ）

高田  勇
竹内  利幸（岡田バド）

　　　〃　　３部 浅尾滉太郎（八幡）
平野　雅也（つつじ）

錦戸　流星
田中　崇悟（つつじ）

１　　位 ２　　位

１部
加藤　聖命 稲川　正也

後藤　美咲 稲川恵里菜

２部（Ａブロック）
工藤　領 米村　一広

赤堀友里映 加藤里紗子

２部（Ｂブロック）
千葉　俊輔 近藤　祐生

竹内佳代子 下村　千裕

３部（シニアの部）
近藤　一男 浅野　治義

川尻　礼子 森園美智子

４部（Ａブロック）
松永　知晃 滝　宗一郎

平木伽緒梨 吉川夏七子

４部（Ｂブロック）
牛嶋　健太 近藤　泰弘

木方美千湖 濱島世理子

１部
岩田　恭子

２部
上野　信子

丹下　美樹 山口喜久子

３部
笠原　洋子

４部
三澤　恵

上野奈緒子 藤谷佐知子

５部
大房　保代

（参加者　２４４名）
大西　慶子

れる姿には、敬服しました。理事の中からは、「レジェ
ンド枠を設けて、いつまでもバドミントンを楽しん
でもらいたいね」という声も聞かれました。

◆ 市内のジュニアクラブを紹介します。
「羽っ子ＣＬＵＢ」

　「大きな声で元気よく挨拶をする」をモットーに
小学生から高校生までＯＢを含め 20 ～ 30 人で楽し
く試合に向けて練習を頑張っています。

■ 春日井市バドミントン連盟のホームページ ■
http://www.h3.dion.ne.jp/~kasugai
県協会ＨＰにもリンクされています。

◆ 第82回知多市民バドミントン大会開催
　平成 27 年度最後の、首記の大会を平成 28 年３月
13 日（日）に、知多市民体育館で一般男女ダブルス
合わせて４種目と、小学生シングルス卒業大会を実
施いたしました。
　その結果は次のとおりとなりました。

◆ 第83回知多市民バドミントン大会開催
　平成 28 年度最初の、首記の大会を平成 28 年５月
22 日（日）に、知多市民体育館で一般男女ダブルス
合わせて６種目と、小学生シングルス学年別大会を
実施いたしました。
　結果は次のとおりとなりました。
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☆日進市バドミントン連盟☆
◆ 日進市春季大会
　平成 28 年度５月８日に日進市在住、在学の連盟
会員で開催されました。

▪ 編集後記
　じめじめとして、蒸し暑い日々が続いています。バドミン
トンにとっては辛い季節が到来しました。熱中症の予防など、
体調管理には十分に気をつけていただきたいと思います。
 （杉山　貴一）
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

☆豊田市バドミントン協会☆
◆ 平成28年度 第32回 豊田市民総合バドミントン大会
　2016 年５月８日　スカイホール豊田

◆ 第5回 市民バドミントンジュニア大会
　2016 年３月27日

女子ダブルス１部 上村ますみ
川村由里子（新田クラブ）

　　　〃　　２部 吉浜　恵子（つつじ）
森谷　信江（旭桃）

松久保恵美（旭桃）
西村　洋子（金曜会）

　　　〃　　３部 井上　涼子（つつじ）
榊原　郁代（新田）

加藤由美子
加藤　清楓（旭桃）

小学生６年S　男子 吉川　　宙（知多 Jr） 早川慎之輔（知多 Jr） 早川滉之輔（知多 Jr）

小学生６年S　女子 上村　咲智（知多 Jr） 西村　和華（知多 Jr） 永井　優来（新知）
江口　陽菜（八幡）

小学生５年S　男女 山内　めい（知多 Jr） 伊藤千代里（八幡） 山本　有桜（知多 Jr）
市来　紗良（八幡）

小学生４年S　男女 松久保芽衣（知多 Jr） 古川　杏奈（知多 Jr） 白沢　紅映（知多 Jr）

１ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位

混合団体 1部 NBC A 日進レディースA 日進ジュニアA 日進西高校A

混合団体 2部 NBC B 日進レディースB 日進西高校B 日進ジュニアB

混合団体 3部 日進レディースC NBC C 日進西高校C 日進ジュニアC 日進ジュニアD

男子１部　フライトＡ（メンバー：星宮・内田・齋藤・梶原・岡本）

女子１部　毘沙門天（メンバー：松浦・小出・真田・三原）

優勝 所属 準優勝 所属 ３位 所属

男子５．６年
ダブルス

岡島　光汰
日進Ｊｒ．

山野　輝 うめつぼだい
Ｓ．Ｃ

前川　裕

岡島　早那 田中　伴礎 二村　紘彰

女子５．６年
ダブルス

近藤　未爽 うめつぼだい
Ｓ．Ｃ

尾関　桃花
みよし

中尾　真琴
藤岡

永田　愛実 小関　優美 中尾　心晴

男子１－４年
ダブルス

鈴木　夏生
みよし

井上　龍征
カルスポ

大橋　輝也 うめつぼだい
Ｓ．Ｃ白井　大智 田中　統麻 林　勇樹

女子３．４年
ダブルス

原田　莉緒
みよし

小川　柚季 うめつぼだい
Ｓ．Ｃ

清水亜可梨
カルスポ

前嶋　愛歩 山野　桜 平野　彩香

男子５．６年
シングルス 岡島　光汰 日進Ｊｒ． 山野　輝 うめつぼだい

Ｓ．Ｃ 前川　裕

女子５．６年
シングルス 中尾　真琴 藤岡 小関　優美 みよし 近藤　未爽 うめつぼだい

Ｓ．Ｃ

男子１－４年
シングルス 白井　大智 みよし 田中　統麻 カルスポ 鈴木　夏生 みよし

女子１－４年
シングルス 岡島　早那 日進Ｊｒ． 原田　莉緒 みよし 杉山　碧 逢妻Ｓ．Ｃ

　これから暑く・湿度の高い時期を迎え、プレー中に
大量の汗をかく事はどのプレーヤーも経験があると思
います。その汗を手で拭って、コート内外に投げ落と
す行為がプレーの遅延につながり、不品行な振舞いと
みなされ、主審より注意をうけるというシーンが国際
大会で見られます。皆さんが主審をする大会でも、そ
のような行為を癖で行っているプレーヤーは多いので
はないでしょうか。今後は、国内の１種大会でもこの
ような行為はプレーヤーに注意するよう競技役員長（レ
フェリー）から指導されていくようです。プレーをす
る際にも、主審をする際にも、今後このような事にも
気をつける必要があります。 

汗を手で拭いコート内外（競技区域）に投げ落とす行為

審判委員会　水  野  慶  介


