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第６２回全日本実業団バドミントン選手権大会
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大会大会大会大会をををを終終終終えてえてえてえて    

 

厚生労働大臣杯「第 62 回全日本実業団バドミントン選手権大会」が、８年ぶりに愛知県

名古屋市で開催されました。 

平成２４年６月１３日(水)から１７日(日)の５日間、全国都道府県の代表２１１チーム 

（男子１６７チーム、女子４４チーム）の監督・選手合わせて約２，２００名の参加のもと

無事成功裡に終えることができました。これも偏に参加選手の皆様をはじめ関係各位の多大

なるご支援、ご高配の賜物と深く感謝するとともに厚くお礼申し上げます。 

 昨年の大会は、東日本大震災が起こった影響もあり参加できないチームもありましたが、

今大会は、多数のチームに参加いただき、大変活気のある大会となりました。 

試合結果では、男子は準決勝において、初のベスト４に入り勢いのある日立情報通信シス

テムが前回優勝のトナミ運輸に挑戦し、第１ダブルスを取りトナミ運輸の牙城を崩せるかと

思いましたが、その後安定した試合運びを見せたトナミ運輸が３－１で勝利、また、日本ユ

ニシス対ＮＴＴ東日本の試合は、選手層の厚い日本ユニシスが、オリンピック選手の不参加

により若手中心で挑んだＮＴＴ東日本に３－１で勝利しました。 

決勝は、トナミ運輸と日本ユニシスの昨年同様のカードとなり全試合ファイナルゲームと

なる接戦を制した日本ユニシスがトナミ運輸の４連覇を阻止し２回目の優勝を果しました。 

また、地元愛知県のジェイテクトがトリッキーパンダースを破りベスト８入りし、大会を

盛り上げることに大きく貢献してくれました。 

女子は準決勝でパナソニックと岐阜トリッキーパンダースが対戦、危なげなくパナソニッ

クが３－０で勝利し、また、日本ユニシスとルネサスの試合は、準々決勝でＮＴＴ東日本と

長時間の大激戦を制し勝ち上がったものの疲れが残るルネサスに対し、日本ユニシスが３－

０で勝利しました。 

決勝は、パナソニックと日本ユニシスとの戦いとなりました。ダブルスは、１―１の互角

となりましたが、シングルスで連続してポイント取ったパナソニックが２連覇、１７回目の

優勝を飾りました。 

来年の第 63回大会は、北海道札幌市で開催されます。 

北の大地での熱戦が繰り広げられることを期待しております。 

ここに、試合結果を収録した大会報告書を作成いたしましたのでお届けいたします。 

今後のお役に立てていただければ幸いです。 

最後になりますが、ご支援いただきました協賛各社様、メーカー様、地元企業様、そして、 

愛知県、名古屋市など行政のご尽力に重ねて深く感謝いたしますとともに、今後も全日本実業団

バドミントン選手権大会が盛大に開催され発展していきますことを祈念いたします。 

  

平成 24年 8月吉日 

第 62回全日本実業団バドミントン選手権大会 

開催地事務局一同 



         ○開会挨拶        ○歓　　迎

        ○選手入場

   ○選手宣誓

トヨタ自動車 主将　増田香緒里

秋草直之大会会長 末岡熙章愛知県バドミントン協会会長

選手入場(表彰者入場)

ジェイテクト  主将　酒井 　宏治

開会式開会式開会式開会式



優勝杯返還優勝杯返還優勝杯返還優勝杯返還・・・・表彰式表彰式表彰式表彰式

功労者表彰(個人の部）

優勝杯返還（男子）　トナミ運輸（富山県）

優勝杯返還（女子）　パナソニック（大阪府）

功労者表彰(役員の部） 功労者表彰(団体の部）



監 督 会 議監 督 会 議監 督 会 議監 督 会 議



　　　　　　　　<<<<公財公財公財公財>>>>日本協会関根副会長挨拶日本協会関根副会長挨拶日本協会関根副会長挨拶日本協会関根副会長挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県協会末岡会長挨拶愛知県協会末岡会長挨拶愛知県協会末岡会長挨拶愛知県協会末岡会長挨拶

歓迎歓迎歓迎歓迎レセプションレセプションレセプションレセプション



大会風景大会風景大会風景大会風景



優勝 パナソニック【大阪府】

女子大会成績女子大会成績女子大会成績女子大会成績

● 廣瀬栄理子青森山田高校 三木佑里子越谷南高校 部長 喜多　　 努
今別府香里青森山田高校 米元 　小春青森山田高校 監督 谷内　貴昭
松尾　 静香此花学院高校 福万 　尚子樟蔭東高校 コーチ 中嶋　　 慶
内藤 　真実日本体育大学 高橋沙也加高岡西高校 木下　政彦
関谷 　真由早稲田大学 與猶くるみ 岡崎城西高校 井田　貴子

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 増茂　孝枝

敢敢敢敢 闘闘闘闘 選選選選 手手手手 賞賞賞賞

３３３３位位位位準優勝準優勝準優勝準優勝 日本日本日本日本ユニシスユニシスユニシスユニシス【【【【東京都東京都東京都東京都】】】】

【【【【個人表彰個人表彰個人表彰個人表彰】】】】

　　　　　　　　高橋高橋高橋高橋　　　　礼華礼華礼華礼華・・・・松友松友松友松友　　　　美佐紀美佐紀美佐紀美佐紀（（（（日本日本日本日本ユニシスユニシスユニシスユニシス））））

　　　　　　　　高橋高橋高橋高橋　　　　沙也加沙也加沙也加沙也加（（（（パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック））））

岐阜岐阜岐阜岐阜ﾄﾘｯｷｰﾊﾄﾘｯｷｰﾊﾄﾘｯｷｰﾊﾄﾘｯｷｰﾊﾟ゚゚゚ﾝﾀﾝﾀﾝﾀﾝﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽ
【【【【岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県】】】】

ルネサスルネサスルネサスルネサス【【【【熊本県熊本県熊本県熊本県】】】】

最最最最 優優優優 秀秀秀秀 選選選選 手手手手 賞賞賞賞



１次リーグ・グループ２位 １次リーグ・グループ３位

優　勝 パナソニック（大阪）

準優勝 日本ユニシス（東京）

岐阜トリッキーパンダース（岐阜）

ルネサス（熊本）

北都銀行（秋田） 千葉県選抜（千葉） 横河電機（東京）

三菱電機（兵庫）

広島ガス（広島）

ＮＴＴ東日本（東京）

ヨネックス（東京） ＪＲ北海道（北海道） 中部電力愛知（愛知）

七十七銀行（宮城） 百十四銀行（香川） 日産自動車栃木（栃木）

トヨタ自動車（愛知） ＪＰ日本郵政グループ（東京） ヨネックス新潟（新潟）

山陰合同銀行（島根） 東海興業（愛知） 沖縄銀行（沖縄）

ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ（山口）

日立化成（茨城） 愛媛県選抜（愛媛） キヤノン（東京）

豊田通商（愛知） プレンティグローバルリンクス（大阪） 三井住友銀行（東京）

岡山ガス（岡山） 大同特殊鋼（愛知） 新潟県庁（新潟）

静苑ホーム北海道選抜（北海道） 東京都庁（東京） ＨＯＲＩＢＡ（京都）

パナソニック鳥取（鳥取） 三菱自動車京都（京都） 警 視 庁（東京）

北國銀行（石川） ＪＲ東海（愛知） 京都市役所（京都）

富山トヨタ（富山） 福井県選抜（福井） 三菱東京ＵＦＪ銀行（東京）

３　位

５　位

決勝トーナメント

第62回 全日本実業団選手権大会 女子成績　　　　　　　　2012/6/13-17　名古屋市

ベスト

１６



女子試合詳細結果 (女子団体トーナメント表 )



女子試合詳細結果 (女子決勝トーナメント )



女子対戦結果（一次リーグ）



女子対戦結果（一次リーグ）



女子対戦結果（一次リーグ）



女子対戦結果（一次リーグ）



女子対戦結果（決勝トーナメント）



女子対戦結果（決勝トーナメント）



● 数野 　健太日本大学 早川 　賢一日本大学 部長 大友　勝博
上田 　拓馬早稲田大学 池田 　雄一関東第一高校 副部長 阿部　秀夫
山田 　和司日本体育大学 遠藤 　大由日本体育大学 総監督 中條　　 彪
佐伯 　祐行日本大学 廣部 　好輝中央大学 監督 坂本　修一
垰畑 　亮太法政大学 坂井 　一将金沢市立工業高校 コーチ 中西　洋介

ﾘｵﾆｰ ﾏｲﾅｷｰ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 中村　憲尚

    

敢敢敢敢 闘闘闘闘 選選選選 手手手手 賞賞賞賞 　　　　　　　　園田園田園田園田　　　　啓吾啓吾啓吾啓吾・・・・嘉村嘉村嘉村嘉村　　　　健士健士健士健士（（（（トナミトナミトナミトナミ運輸運輸運輸運輸））））

【【【【個人表彰個人表彰個人表彰個人表彰】】】】

男子大会成績男子大会成績男子大会成績男子大会成績

ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東日本東日本東日本東日本【【【【東京都東京都東京都東京都】】】】

日立通信情報日立通信情報日立通信情報日立通信情報
エンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリング【【【【神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県】】】】

最最最最 優優優優 秀秀秀秀 選選選選 手手手手 賞賞賞賞 　　　　　　　　坂井坂井坂井坂井　　　　一将一将一将一将（（（（日本日本日本日本ユニシスユニシスユニシスユニシス））））

優勝 日本ユニシス【東京都】

準優勝準優勝準優勝準優勝 トナミトナミトナミトナミ運輸運輸運輸運輸【【【【富山県富山県富山県富山県】】】】 ３３３３位 位 位 位 



１次リーグ・グループ２位 １次リーグ・グループ３位 １次リーグ・グループ４位
優　勝 日本ユニシス（東京）
準優勝 トナミ運輸（富山）

ＮＴＴ東日本（東京）
日立情報通信エンジニアリング（神奈川）

宇部興産（山口）
南那須精工（栃木）
ＪＲ北海道（北海道） 福井県庁（福井） キヤノン栃木（栃木）
ジェイテクト（愛知）
タダノ（香川）
北都銀行（秋田） 三菱電機福山（広島） 三菱東京ＵＦＪ銀行（東京）

丸杉（岐阜）
東海興業（愛知） 旭工芸（東京） ＪＲ東日本新潟（新潟）
セーレン（福井）
三菱自動車京都（京都）
トヨタ自動車（愛知） ＹＯＮＤＥＮ愛媛（愛媛） パイオニア（埼玉）
トリッキーパンダース（大阪）

足立区役所（東京） ＪＡちば東葛（千葉） 中部電力愛知（愛知）
中国電力（広島） 世田谷区役所（東京） ＭＩＴＳＵＢＡ（群馬）
富士通グループ会津若松（福島） ＢＷＡＹ（京都） 勝山市役所（福井）
豊田自動織機（愛知） ＮＴＴデータ（東京） 神奈川県庁（神奈川）
ウエンブレー（東京） 千葉県庁（千葉） 京都市役所（京都）
富士重工群馬（群馬） 新潟県庁（新潟） 東芝四日市（三重）
東北マークス（宮城）
新明和工業（兵庫） ＮＴＴ通研東京（東京） 三菱電機丸亀（香川）
日産自動車栃木（栃木） ＪＲ東日本盛岡（岩手） 三重県庁（三重）
ジヤトコ（静岡） 三菱電機鎌倉（神奈川） 名古屋鉄道（愛知）
倉敷市役所（岡山） 川崎重工坂出（香川） Ｈｏｎｄａ Ｒ＆Ｄ（埼玉）

自衛隊北海道（北海道） イチミヤグループ（愛媛） 新日鐵君津（千葉）
リオン（東京） 豊田合成（愛知） ＴＯＴＯ（福岡）
住友金属鹿島（茨城） トクヤマ（山口） 大日本スクリーン（京都）
グッドウェーブ（鹿児島） 日産自動車追浜（神奈川） 東京消防庁（東京）
トヨタ自動車九州（福岡） 大阪ガス（大阪） 埼玉県庁（埼玉）
住友金属（大阪） 福岡県警察（福岡） 三菱重工下関（山口） 東京海上日動（東京）

大同特殊鋼（愛知） 国立印刷局（東京） 西日本シティ銀行（福岡） 本田技研工業鈴鹿（三重）

ＪＦＥメカニカル（岡山） キヤノン東京（東京） 本田技研栃木（栃木） シャープ天理（奈良）

本田技研狭山（埼玉） 三菱自動車水島（岡山） ＮＴＴコムウェア（東京） 富士通セミコンダクター三重（三重）

ＪＦＥスチール福山（広島） 相模原市役所（神奈川） 三菱自動車岡崎（愛知） 三菱重工神戸（兵庫）

大和製衡（兵庫） 広島市役所（広島） 三菱重工名古屋（愛知）
ヨネックス（東京） 日立茨城（茨城） 川崎市役所（神奈川）
出光興産（千葉） アンリツ（神奈川） ＪＲ東海（愛知）
福井市役所（福井） 日立製作所日立（茨城） 神戸市役所（兵庫）
ヨネックス新潟（新潟） ヤンマー（大阪） 香川県庁（香川）
京都中央信用金庫（京都） 富士ゼロックス（神奈川） 大阪チタニウムテクノロジーズ（兵庫）

ミズノ（大阪）
札幌市役所（北海道） 東芝小向（神奈川） 三菱化学四日市（三重）
ニッケグループ ゴーセン（大阪） ＮＴＴ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（東京） 四国ガスグループ（愛媛）
新日鐵名古屋（愛知）
金沢市役所（石川） いすゞ自動車（神奈川） 名古屋市役所（愛知） 明治安田生命（東京）

セイコーエプソン（長野） ＮＯＫメタル（福島） キヤノン神奈川（神奈川）
ＪＲ東日本仙台（宮城） 阪急電鉄（大阪） パナソニック（神奈川）
警視庁（東京） ＩＨＩ横浜（神奈川） 新日鐵八幡（福岡）
新日鐵広畑（兵庫） 四国電力（香川） コマツ（石川）
東京メトロ（東京） 日立土浦（茨城） 日産自動車九州（福岡）
横浜市役所（神奈川） 北九州市役所（福岡） 沖縄電力（沖縄）
ＪＰ日本郵政グループ（東京） ＨＯＲＩＢＡ（京都） 塩野義製薬（大阪） ＹＫＫ ＡＰ四国（香川）

日本製紙岩国（山口） 北陸電力富山（富山） 東レ滋賀（滋賀）
高知市役所（高知） 日本ポリウレタン工業（山口） 日立ソリューションズ（東京）

富山トヨタ（富山）
ＹＫＫＡＰ東北（宮城） 愛知製鋼（愛知） ＪＲ東日本東京（東京）
三菱電機神戸（兵庫） ＮＴＮ（三重） 富士フイルム（神奈川）

Ｃｈｅｍｉｗａｙ（千葉） ＩＨＩ相馬（福島） 三菱電機姫路（兵庫）

第一三共ケミカルファーマ（神奈川） 北陸電力福井（福井） 栃木県庁（栃木）

不二越（富山） 三菱電機伊丹（兵庫） 岐阜県庁（岐阜）

コニカミノルタ（東京） 三菱重工長崎（長崎） コスモ石油四日市（三重）
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女子　参加監督・選手変更名簿
本変更は、監督会議までに申し出のあったものであり、プログラムの選手登録をこれで変更する。

日本実業団バドミントン連盟
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閉会式閉会式閉会式閉会式・・・・表彰式表彰式表彰式表彰式



優　勝　杯

優勝優勝優勝優勝～～～～３３３３位 表彰写真位 表彰写真位 表彰写真位 表彰写真　　　　女子女子女子女子のののの部部部部

３位 ルネサス ３位 岐阜トリッキーパンダース

優勝　パナソニック 最優秀選手賞

準優勝　日本ユニシス 敢闘選手賞



　　　　優勝杯

優勝優勝優勝優勝～～～～３３３３位 表彰位 表彰位 表彰位 表彰スナップスナップスナップスナップ　　　　　　　　男子男子男子男子のののの部部部部

３位 ＮＴＴ 東日本３位 日立情報通信エンジニアリング

優勝　日本ユニシス 最優秀選手賞

準優勝　トナミ運輸 敢闘選手賞



大会会場及大会会場及大会会場及大会会場及びびびび出店風景出店風景出店風景出店風景



大会大会大会大会スタッフスタッフスタッフスタッフ



１．大会出場状況

(1)出場チーム数 男子 ： １６７チーム 女子 ： ４４チーム　 計 ： ２１１チーム

(2)出場人数 男子： １，７７３名 女子：　４０７名　 計 ： ２，１８０名

(3)役員数 延べ ： 　５２３名

２．開会式

○日　時 平成２４年６月１３日（水）　１１：００～１２：００

○会　場 日本ガイシスポーツプラザ ガイシホール

(1)開会宣言 日本実業団バドミントン連盟 理事長 今 井 茂 満

(2)国旗掲揚・国歌吹奏

(3)優勝杯返還 男子　トナミ運輸　（富山県） 女子　パナソニック　（大阪府）

(4)開会挨拶 日本実業団バドミントン連盟 会長 秋 草 直 之

(公財)日本バドミントン協会 会長 綿 貫 民 輔

(5)歓迎の言葉 愛知県バドミントン協会 会長 末 岡 熙 章

(6)祝電披露

(7)来賓紹介

(8)選手宣誓 酒 井 宏 治 (ジェイテクト) 増田香緒里 (トヨタ自動車)

(9)表彰

<功労賞　役員の部>

清水 義雄（大阪府） 河合 茂（大阪府） 森 裁美（福岡県）

<功労賞　団体の部>

明治安田生命(東京都) 第一三共ケミカルファーマ(神奈川県) セイコーエプソン（長野県)

富士通セミコンダクター三重（三重県) 三菱重工神戸(兵庫県) 広島ガス(広島県)

四国電力(香川県)

<功労賞　個人の部>

柴沼 良美 (茨城県)日立土浦 小島 博史 (茨城県)日立土浦 湯原 義暁 (茨城県)日立土浦

根岸 勇三 (茨城県)日立土浦 中村  　清 (茨城県)住友金属鹿島 大柳 千尋 (茨城県)住友金属鹿島

野村 将司 (栃木県)本田技研栃木 鈴木 孝治 (栃木県)本田技研栃木 谷平 裕二 (群馬県)富士重工群馬

喜多　真人(埼玉県)埼玉県庁 渡花 英章 (埼玉県)パイオニア 齊藤 　 賢 (千葉県)新日鐵君津

大越 　 岳 (東京都)三菱東京UFJ銀行 成毛 章容 (東京都)コニカミノルタ 伊藤 一好 (神奈川県)いすゞ自動車

樋熊 瑞生 (新潟県)新潟県庁 保坂 裕紀 (新潟県)新潟県庁 栗 　 佑貴 (静岡県)ジヤトコ

山下 幸司 (静岡県)ジヤトコ 野村 征司 (愛知県)新日鐵名古屋 間瀬 竜也 (愛知県)名古屋鉄道

元田 幹雄 (愛知県)名古屋鉄道 高川 勇樹 (愛知県)名古屋鉄道 北尾 美保 (愛知県)東海興業

小塚 晃弘 (大阪府)ミズノ 森本 智忠 (大阪府)ミズノ 堀田 又治 (大阪府)ミズノ

阿久津博将 (大阪府)ミズノ 中村 陽介 (大阪府)塩野義製薬 林 　 豊彦 (兵庫県)三菱重工神戸

小池 温子 (広島県)広島ガス 川久保暢宏 (広島県)三菱電機福山 久保 真一 (広島県)三菱電機福山

渡部 順一 (愛媛県)四国ガスグループ 中村 公人 (香川県)四国電力 多田    聖 (香川県)四国電力

平井 信義 (長崎県)三菱重工長崎 塚原 恵介 (長崎県)三菱重工長崎

<感謝状>

愛知県実業団バドミントン連盟(愛知県)

<(公財)日本バドミントン協会 顕讃賞>　(全日本実業団バドミントン選手権大会の開会式時に授与)

山口　武満（愛知県） 池田　茂樹（愛知県）

(10)閉会通告

大会報告事項大会報告事項大会報告事項大会報告事項



3.歓迎レセプション
○日　時 ： ６月１３日（水）１９：００ ～２１：００
○会　場 ： ＡＮＡ クラウンプラザホテル　グランコート名古屋　２８階クリスタルルーム
○参加人数 ： １１７名（役員及びチーム代表者の合計）

4.競技日程および会場
○日時：平成２４年 ６月１３日（水） ～ ６月１７日（日）
○会場およびコート数

6/13 6/14 6/15 6/16 6/17
メイン 16 16 16 8 2
サブ 10 10 10 － －

10 10 － － －

練習会場
6/13 6/14 6/15 6/16 6/17
10 10 － － －

5.組合せ抽選会、代表者・監督会議
(1)組合せ抽選会
○日　時 ： 平成２４年５月１３日（日）　１３：００ ～ 
○会　場 ： 味の素ナショナルトレーニングセンター

(2)代表者・監督会議
○日　時 ： 平成２４年６月１３日（水）　１０：００ ～ １０：４５ 
○会　場 ： 日本ガイシスポーツプラザ ガイシホール　会議室

6.参加賞
○大会記念シューズケース（ヨネックス）

7.大会役員用ウェアー
○ポロシャツ（ヨネックス、ミズノ）　　色：オレンジ

8.大会使用シャトル
　 ○用意したシャトル　６００ダース　　　　使用したシャトル ４２０ダース

○メーカー　ヨネックス ：トーナメント　ゴーセン：ＤＦ－１０　　ミズノ：ＳＫＹＣＲＯＳＳＥＸ
　　　　　　　 ウィルソン：ツアーシャトル

9.大会移動バス（大会初日のみ）
○移動区間　　日本ガイシスポーツプラザ ガイシホール → 名古屋市稲永スポーツセンター
○移動時間　　所要時間約３０分　　３台貸切（無料）
○利用者数　　１６チーム　　約 １１９名

10.その他報告事項
(1)参加チームについて
○参加チームは昨年の第６１回金沢大会より男子がチーム ２０増、女子が ９チーム増でした。
○棄権チームは、女子で１チームありました。

(2)競技・審判関連
○競技方法は男女共、１次リーグ戦および決勝トーナメントにて行いました。
　 １次リーグ戦はシードチーム（男子は前回大会ベスト１６、女子はベスト８）を除き、３または４チームを
　 １ブロックとして構成しました。
○競技は１・２・３日目は昨年同様、参加チームの登録審判制による相互審判にて行い、競技４・５日目
　 （準決勝・決勝）は大会開催地の審判員（愛知県バドミントン協会審判委員会他）により実施しました。

(3)大会運営
○各会場の大会運営には「アサミの大会運営システム」ソフトウェアを使用し、スコアーシートの自動作成、
　 試合記録、結果集計等の自動処理、高速化を図りました。
○大会ポスター作成　1000枚をベースボールマガジン社（バドミントン・マガジン）に作成依頼しました。

名古屋市露橋スポーツセンター

日本ガイシ スポーツプラザ
ガイシホール

名古屋市稲永スポーツセンター

会　　　　場

会　　　　場



(4)出　　店
○出店コーナーには、ヨネックス㈱、㈱ゴーセン、ミズノ㈱、アメアスポーツジャパン（㈱（ウィルソン）、
　　グローブライト㈱（プリンス）、日立インターメディック㈱、岐阜トリッキーパンダースの出店がありました。
(5)協賛企業等
○大会プログラムへの広告掲載、コートサイドパネル等、多くの企業から協賛をいただきました。
○協賛企業は以下のとおりでした。（順不同）
   日本ガイシ㈱ 日本ユニシス㈱ パナソニック㈱ トナミ運輸㈱
　 ルネサスセミコンダクタ九州・山口㈱ 日立情報通信エンジニアリング㈱
　 ヨネックス㈱ ㈱ゴーセン ミズノ㈱ ㈱ビクタースポーツ
　 ダンロップ㈱(Ｂabolat） グローブライト㈱（プリンス） 日本バドミントン専門店会㈱
　 アメアスポーツジャパン（㈱（ウィルソン） ㈱ベースボールマガジン（バドミントン・マガジン）
　 ㈱オサヨシ ノナカスポーツ㈱ ラケットショップ NONAKA　　㈱アールイー・ プロモーション
   バドミントンハウス はりーあっぷ バドミントンプロショップ リーダース
　 大同特殊鋼㈱ 新日本製鐵㈱ 名古屋製鉄所 ㈱ジェイテクト
　 名鉄観光サービス㈱ 名古屋経済大学
　 愛知県バドミントン協会 東海実業団バドミントン連盟
　 愛知県社会人クラブバドミントン連盟 愛知県レディースバドミントン連盟

(6)各報道機関取材
○報道、取材していただいた機関は以下のとおりでした。（順不同）
　 ㈱ベースボールマガジン、中日新聞社報道局運動部、朝日新聞社出版写真部
　 関西テレビ㈱スポーツ局スポーツ部、日本テレビ放送網㈱、日本放送協会（ＮＨＫ）
　 ㈱ＮＴＴ東日本ＴＶ、 ＳＭＡＳＨ＆ＮＥＴ・ＴＶ

(7)ドーピング検査
 　6/16、17の2日間でＪＡＤＡ（日本アンチ・ドーピング機構）の規程する実施方法によりＪＡＤＡ
 　派遣ドクターが実施。地元からはシャペロンとして延べ１２名が担当協力した。
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