
S/Jリーグ参加6チームよる自主合同練習会

１/30（土）、１/31（日）ウイングアリーナ刈谷でS/Jリーグ参加６チームによる合同練習会が開催されました。
2020年度のS/Jリーグがすべて中止となったことを受けて、当初、県協会主催で県内のS/Jリーグ参加

チームを中心に「S/Jリーグ2020スペシャルマッチin愛知」の開催を予定していました。しかし感染拡大
でこちらも直前に中止が決定。ほぼ準備が出来上がっているせっかくのこのチャンスを無駄にしたくな
いと参加チームが自ら企画して、合同練習会を開催しました。２日目に「バドミントン・マガジン」の取
材もあると聞き、急遽会場に足を運びました。
男子はジェイテクト、東海興業、豊田通商の３チーム。女子はヨネックス、東海興業、豊田通商の３チー

ムが参加。特にヨネックスチームは東京からの遠征で、さらに日本A代表の櫻本選手、髙畑選手が参加
するとあって、何とも楽しみです。
メインアリーナに足を踏み入れると…寒ーいぃ！しかしながら、半

袖ユニフォームの選手たちは気合充分。声もよく出ていて、真冬の会場
内とはとても思えない熱気です。真っ先に目を引いたのは、女子VS男
子のダブルスのゲーム練習。日本A代表の実力は写真付きでどうぞ！
トリプルスの練習プログラムも面白かったです。目新しさと迫力

で、しばらくその場で固まってしまいました。こちらも写真付き！
　他にも、コーチの指導のもと、ダ
ブルスとシングルスの白熱したゲー
ム練習が各コートで行われ、実業団
内定の高校生も参加していて、アド
バイスに熱心に耳を傾け、一生懸命取り組んでいる様子も印象的でした。
　午後からは、ヨネックスチームVS東海興業と豊田通商の合同チー
ムによる団体戦が組まれました。真剣勝負です。大会中止が続き、
他チームと練習ができない現況下、貴重な機会になったそうで、「と
ても楽しかった」と参加者全員が生き生きと輝いていました。モチ
ベーションアップの一助になったに違いありません。

最後に全員で記念撮影！ヨネックスの「Win Backプロジェクト～大切なものを取り戻そう～」の横断
幕も登場し、参加者同志の交流を深め笑顔で終了しました。

市町村だより
知多市体育協会バドミントン連盟

◆新春バドミントン大会
令和３年１月10日（日）メディアス体育館ちたで
開催。熱戦が繰り広げられ結果は以下のとおり。

〒452-0008　清須市西枇杷島町地領1-9-9
広報委員長　　岩田　崇
TEL（052）501-2602

愛知県バドミントン協会のホームページアドレス
　http://www.badminton-aichi.com/

Eメールアドレス　info@badminton-aichi.com

連絡　投稿

編集後記
大会も行事もほとんど開催できなかったこの１年は、未来の

活躍に向かって真摯にかつ懸命に取り組んでいる選手の姿や、
ニューノーマルに対応した大会運営を模索している関係者の活
動を中心に届けてきました。公式サイトもリニューアルします。
次年度は役員・委員改選による新体制のもと、フレッシュ

な気持ちで、より一層の充実を目指します。引き続き変わ
らぬご理解とご協力をお願いします。ご意見やご要望もお
待ちしています。 広報委員長　岩田崇

「サービスコートの
　　間違いについて」 水野　慶介

審 判 連 載

競技規則第12条に記載されているサービス
コートの間違いとは、サービスやレシーブの
順番の間違い、間違ったコートでサービス、
レシーブを行うことを言います。間違いに気
づいた場合、ラリーを途中で止めてはいけま
せん。ラリーが終了した時点で、間違いを訂
正し、スコアはそのままとします。シングル
スは、間違う可能性は低いですが、ダブルス
はしっかり集中していないと時々間違えそう
になります。私は、各選手のユニフォーム等
の色や身体的特徴をメモしています。皆さん
も、自分なりの方法を考えてみて下さい。

会員の皆様からお手伝いしてもいいよ、と言ってい
ただける人を探しています。「公式サイトの管理・運
営ってどんな仕事？」「Webシステムを勉強したい人」
や「興味がある。面白そう…」って思っているあなた！
ぜひご協力願えませんか？「あの人が適任！」と推薦い
ただくのも大歓迎です。

求ム！求ム！ 新公式サイトの
管理・運営ボランティア

●新公式サイトの管理・運営のお手伝い
新公式サイトにアクセスし、記事の掲載、加筆・
修正・削除等の作業です。
●以下の２つの要件を満たす方
①愛知県バドミントン協会の登録会員であること
学生あるいは社会人の方で出来るだけ長期間（最
低でも1年超）ご協力いただける方
②Excel、WordやOutlook等のメールを日常的に利用
している方。HTML（Webを作成する際に使用す
るIT言語）を使うことが出来れば、なお良いです。
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●下記電話番号か、公式サイトのお問合せ画面か
ら広報委員会宛にメールをお願いします。
●応募・推薦する方の所属、氏名、連絡先（電話番号、
又はメールアドレス）をご連絡ください。

※応募・推薦頂いた方には広報委員会から直接コンタク
トさせて頂きます。サポート内容や体制等について、
詳細をご説明します。

混合ダブルス
松の部Aブロック
混合ダブルス
松の部Bブロック
混合ダブルス
竹の部

混合ダブルス
梅の部

小学生ダブルス
女子6年の部
男子ダブルス
5・6年の部
女子ダブルス
5年の部

男女ダブルス
4年の部

種　目 優　勝 準優勝
山口　慎人
岡村　あみ（佐布里）
中村　佳和
上村ますみ（新田バド）
斎藤　昌和
川村由里子（新　田）
内木　　豊
中村　咲楠（チームN）
中井　琴美
堀内　茜里（知多Jr）
小田凛太朗
斉藤　直紀（知多Jr）
竹ノ下陽世
中山　心陽（知多Jr）
勝崎　　慶
早川　稜真（旭　北）

天野　宏紀
二宮　由佳（佐布里）
中野　裕生
山台　まみ（佐布里）
篠原　義久
中村　柚香（佐布里）
安藤　勝基（ドリブン）
山本　香代（南粕谷）
金子　萌依
塩出　愛実（八幡Jr）
小田琥太郎
黒原　洋彦（知多Jr）
中野　聖菜
野見山千紘（八幡Jr）
三宅伊知花
原　あかり（旭　北）

女子A代表の二人とS/Jリーグ１
部の男子が互角に打ち合っていま
す。男子選手のスマッシュを苦も
なくレシーブして、更にコントロー
ルするところはさすがの一言。

男子トップ選手による３対３の
練習です。ローテーションの巧み
さやスピード感がすごい！監督に
よるといつも練習に取り入れてい
るそうです。

☞

☞
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コロナ禍により年度当初に掲げた本会の事業がことごとく方向転換を強
いられた令和２年度が終わろうとしています。本会の歴史を語る上で決し
て忘れることのできない悪夢のような出来事をこの１年間で経験したと同
時に、一方では危機管理に対する心構えを常に備えていなければならない
ことも学びました。

昔から「災難をうまく利用してよいことにする」という意味を持つ「災い転じて福となす」と
いうことわざがあります。実際、本会においても緊急事態宣言発令後、少人数での会議では
オンライン化を取り入れてのリモート会議や、今まで紙媒体で用意していた会議資料などを
データで共有するペーパーレス化の推進などが加速的に実施できたことは、コロナ禍という
環境が大いに作用していたと思われます。将来的には協会内部の運営面だけではなく強化、
普及、指導面においても「災い転じて福となす」作戦で協会運営のパワーアップを目指し、来
たる年度では力を合わせてポストコロナ時代の強靭な愛知県バドミントン協会を作り上げて
いこうではありませんか。
最後になりましたが、この１年間の会員皆様から頂いたご協力とご尽力に対して感謝を申

し上げ、引続き一層のご支援をお願い申し上げます。

理事長通信 愛知県バドミントン協会
理事長　山田　順一郎

日本小学生バドミントンフェスティバルin熊谷

2021年１月６～８日に埼玉県熊谷市彩の国くまがやドームにおいて、日本小学生バドミントンフェス
ティバルが開催されました。愛知県からは総勢43名、28組の選手が出場し、６組が入賞という好成績でした。
５年生男子ダブルスの石川・池田組は２連覇を達成。準決勝で体格の良い選手を相手に苦しむ場面も
ありましたが、粘り強く勝ち抜いて決勝に進出。決勝はスピードを活かした攻撃で相手を圧倒し、全国
１位の座を勝ち取りました。
６年男子ダブルスの因藤・三浦組は、昨年のベスト８から一歩前進し３位入賞。準々決勝までは因藤
の強打と三浦の前衛で安定した試合運びを見せ勝ち上がりましたが、準決勝では優勝ペアに１、２ゲー
ム共18点まで競り合うも一歩届かず惜敗となりました。
６年男子シングルスの山脇は２連覇を狙い臨みましたが、惜しくも準優勝。決勝までは昨年の王者ら
しく、相手を寄せ付けない戦いぶりで勝ち上がりました。決勝戦も持ち前の粘り強さで長いラリーを次々
に制し１ゲーム目を奪いましたが、２ゲーム目以降、相手の鋭い攻撃に主導権を奪われ、逆転を許す悔
しい結果となりました。
５年生ペアにはさらに成長して３連覇を、６年生の４人には今回の悔しさを忘れず更に練習を重ね、
中学生の舞台でリベンジしてくれる事を期待します。
試合ができない状況が続きましたが、日小
連、並びに埼玉県連の執念にも近い努力のお
かげで、全国の舞台で活き活きとプレーする
選手の姿を見る事が出来ました。関係者の皆
様に心から感謝申し上げると共に、出場した
全選手が、この経験をさらなる成長につなげ
てくれる事を期待したいと思います。
（はりーあっぷジュニア　コーチ　三浦由英）

公認スポーツコーチ１，コーチ２　養成講習についてお知らせ
2019年度より、指導員からコーチへと資格名称が変更になり、新たな時代に相応しい指導者像が
求められています。公認スポーツコーチ１，コーチ２の養成講習の受講生募集を例年通り４月下旬
から始めます。受講条件、申込方法など詳細は愛知県バドミントン協会HPに掲載予定、受講希望者は、
HPで確認後、念のため受講申込手続前に下記担当者までご連絡下さい。
尚、名古屋市以外の会場や、時期（例として８月中旬以降開催）などを今後検討
していきます。ご意見、ご希望なども併せてお聞かせ下さい。

指導委員会公認コーチ養成担当　藤巻
（携帯）090-2778-1226　（mail）fmaki0412@gmail.com

ヨネックスの
櫻本選手

（日本A代表）

ヨネックスの
櫻本選手

（日本A代表）

大会も代表合宿も中止とな
り、同じチームの相手としか
練習ができません。この合同
練習会の企画は、モチベーショ
ンアップにとても役立ちます。
特に男子トップ選手とのダブ
ルスの練習はほとんどしない
ので、ショットの確認ができ
て良かったです。

S/Jリーグも中止となり、格
上の選手と試合をする機会がな
い時にこの２日間はありがたい
です。特に実力もそうだが気持
ちの持っていき方が大切だと改
めて気づきました。プレーの質
を上げていつS/Jリーグが再開
されても、気後れすることなく
やっていきたいです。

色々な大会がなくなる
なか、監督やスタッフが
合同練習会を開いてくれ
た事に感謝しています。
ヨネックスの選手が東京
から来てくれて、とても
刺激を受けました。いつ
大会が開催されてもいい
ように準備を進めます。

豊田通商の
石井選手
豊田通商の
石井選手

東海興業の
杉山選手
東海興業の
杉山選手

問合せ先

「バドミントン・マガジン」による取材は、サービス＆サー
ビスレシーブ特集の企画でした。ジェイテクトチームの選手
が実際に技術のデモンストレーションをしました。
バドマガの３月号、４月号、ご覧になりましたか？

（広報委員　鈴木勝男）
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（広報委員　鈴木勝男）
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１年生からラケットを握り５年が経ちました。ラケットにシャトルがあたる事が楽
しくて、試合で勝っても負けてもニコニコしていた１年生。１つ上の学年の仲間のス
マッシュが速い！と怖がっていた時期もありました。２年生になり、池田君とダブル
スを組み東海大会でベスト４。あと一歩のところで全国大会を逃し、悔しさのあまり、
「バドミントンを辞める！」と泣いた時から、試合に勝ちたい！負けたくない！という
気持ちが強くなってきた気がします。それと同時に『勝たないといけない』というプ

レッシャーも芽生え、『その為には何をすべきか』を考えながら練習に取り組めるようになりました。
練習環境も仲間にも恵まれています。１つ上の学年には、山脇君、因藤君、三浦君、松本さん、縣さん、

藤井さん、馬場さんと全国で活躍する選手が揃い、同級生の池田君、西村さん、松下さんと共に毎日練
習に励んでいます。切磋琢磨し続けた結果、４年生の時には若葉カップで優勝、全国小学生大会でも優
勝を成し遂げることができました。
今年は次々と主要大会が中止になり、練習すらまともにできない日が続きましたが、目標に向かって

苦しい日々を乗り越え、日本小学生バドミントンフェスティバルで優勝し、２連覇を達成することがで
きました。しかしながら、まだまだメンタル面やフィジカル面でも課題が多く、更なるレベルアップを
目指し１つ１つクリアしなければなりません。夢に向かって努力し続けていきます。

（はりーあっぷジュニア　コーチ　石川兼司）

愛知のホープ愛知のホープ

フットワークフットワークフットワークフットワーク
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

を紹介します。
中部大学春日丘高等学校（春日井市）

いし かわ はやと

石川隼（はりーあっぷジュニア）

今年の３年生は高校総体をコロナで失った。努力の成果を示す最後の機会を失ったのだ。それ
だけではない。年度当初に休校が続き、練習すらままならなかった。シャトルを追いかけ、ガッ
トを震わすことが、こんなに難しくて奇跡に近いことだったのだと改めて知らされた。その悔し
さがチームの「血」となった。このままではいけない。練習をもう一度しっかり見直そうというと
ころから再出発した。自宅待機中のZOOMを用いた自主トレ。アジリティーの強化練習。ウエイ
トトレーニングを週２回。ラリーの考え方の確認。そして学ぶことも大切にした。11月には「ふた
ば未来学園」に赴き、実際に練習に参加させていただいた。日本で一番強い学校の練習と心を肌で
感じてきた。その一方、全国大会に出場するジュニアのクラブチームと一緒の練習もした。小学
生たちのひたむきな姿に、スポーツする心のあり方を再確認することができた。「心」こそすべてだ。
集中する心、楽しむ心。自分を信じる心。バドミントンに打ち込める環境を支えてくれる家族・学校・
関係する周りの人たちへの感謝の心。こうした豊かな心を大切にしようと取り組んでいる。間も
なく2021年度の高校総体が始まる。そのときしっかりとした「心」を持ち、凛とした姿でコートに
立てるよう、日々準備していきたい。
寄稿通り、「全国でも勝てるチームにしたい」と熱く目標を

語る森田先生、厳しくも温かい指導の成瀬先生、両顧問のも
と、１，２年生の男子12名、女子11名が、日々熱心に練習に
取り組んでいます。年々、着実に力を伸ばしてきているチー
ムです。今後、益々の活躍が期待されます。 （広報　大村悠介）

連盟NEWS
小学生バドミントン連盟

2021年２月20日（土）常滑市体育館で第25回愛知
県小学生バドミントン大会新人戦を行いました。
久しぶりの個人戦で、２年生以下の部もあり331
名の選手が参加しました。今大会も学年ごとに試
合を進めるなど、日本バドミントン協会コロナウ
イルス感染症対策ガイドラインを基に、無事大会
が終えることが出来ました。
２年生以下の部は、１年生もとてもよく頑張っ
ていました。３年生以下女子の部は全体に力を伸
ばしてきている選手が多く、来年度のシングルス
大会やダブルス大会にはどの選手が勝ち上がって
くるのかとワクワクします。５年男子の決勝は夏
のシングルス大会と同じ対決で、ファイナルまで
もつれ込むドキドキした試合が展開され、こちら
も来年度のシングルス大会がとっても楽しみです。

（小学生連盟　鈴木由紀江）

高等学校体育連盟バドミントン部
例年、年明けに全県規模で学年別大会を実施し
てきたが、今年度は移動を極力抑える目的で地区
ごとに分散し、１月９日からの日程で冬季大会を
実施した。各支部がそれぞれ工夫を凝らして、三
河・尾張・名北ではレベル別の団体戦、名南・知
多はダブルスの個人戦のトーナメントと異なる形
式で行った。残念ながら最終日が緊急事態宣言に

学生バドミントン連盟
令和２年10月16日（金）から19日（月）にかけて、
一宮市総合体育館にて、第65回愛知学生新人バド
ミントン選手権大会が開催されました。新型コロ
ナウイルスの感染拡大により練習がままならない
選手も多い中、各々で怪我をしないよう準備を進
めてもらいました。
会場では、出入り口に消毒液を設置し、試合中
以外のマスク着用や他者と距離をあけること、さ
らに選手・大会役員の体調管理や消毒液を各大学
に配布するなど、新型コロナウイルス対策を徹底
的に行いました。選手には、たくさんの禁止事項
を提示したことで、窮屈な大会となってしまいま
したが、皆、積極的に協力してくれました。
男子シングルスは、約300名の参加者があり、
優勝候補であった後藤弓人選手(中部大学)が圧倒
的な強さで優勝しました。「優勝したことももちろ
んだが、試合ができたことが何より嬉しかった。
大会関係者に感謝したい」と語りました。
本年度最後の大会となる愛知団体は、感染拡大
の影響により、中止となってしまいました。来年
度は各大会が開催でき、選手のいきいきとしたプ
レーが見られることを期待します。

（学連　樋口莉瑳希）

かかってしまい、すべてを消化できなかった地区
もあったが、どの地区も大いに盛り上がりを見せ
た。また新人戦の県大会上位４校については、上
記の大会とは別に県外の強豪校や実業団などを招
いた強化交流大会を１月10日に実施した。
今後の大会の見通しは不透明であるが、まずは
年度末の全国選抜、そしてインターハイに向けて
４月から始まる総体予選が何とか開催されること
を祈るのみである。　　　　（高体連　大村悠介）

5年生男子
4年生男子
3年生以下男子
2年生以下男子
5年生女子
4年生女子
3年生以下女子
2年生以下女子

種　目 優　勝 準優勝
山本櫂利（アドバンスジュニア）
伊藤源征（大里東ジュニア）
粂野　駿（SGUジュニアバドミントンクラブ）
角倉蓮太（西尾ジュニア）
𠮷永梨乃（めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）
河村珠莉奈（NOCK）
山脇咲星（はりーあっぷジュニア）
松本紗奈（はりーあっぷジュニア）

山本翔大（たんぽぽB.C）
清水　碧（岡崎ジュニアB.C）
松下遼佑（はりーあっぷジュニア）
山田世吏（西尾ジュニア）
山本樹実（たんぽぽB.C）
大串恋々奈（NOCK）
佐々木きい（SunGreen豊橋バドミントンクラブ）
松井理紗（めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）
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S/Jリーグ参加6チームよる自主合同練習会

１/30（土）、１/31（日）ウイングアリーナ刈谷でS/Jリーグ参加６チームによる合同練習会が開催されました。
2020年度のS/Jリーグがすべて中止となったことを受けて、当初、県協会主催で県内のS/Jリーグ参加
チームを中心に「S/Jリーグ2020スペシャルマッチin愛知」の開催を予定していました。しかし感染拡大
でこちらも直前に中止が決定。ほぼ準備が出来上がっているせっかくのこのチャンスを無駄にしたくな
いと参加チームが自ら企画して、合同練習会を開催しました。２日目に「バドミントン・マガジン」の取
材もあると聞き、急遽会場に足を運びました。
男子はジェイテクト、東海興業、豊田通商の３チーム。女子はヨネックス、東海興業、豊田通商の３チー
ムが参加。特にヨネックスチームは東京からの遠征で、さらに日本A代表の櫻本選手、髙畑選手が参加
するとあって、何とも楽しみです。
メインアリーナに足を踏み入れると…寒ーいぃ！しかしながら、半
袖ユニフォームの選手たちは気合充分。声もよく出ていて、真冬の会場
内とはとても思えない熱気です。真っ先に目を引いたのは、女子VS男
子のダブルスのゲーム練習。日本A代表の実力は写真付きでどうぞ！
トリプルスの練習プログラムも面白かったです。目新しさと迫力
で、しばらくその場で固まってしまいました。こちらも写真付き！

　他にも、コーチの指導のもと、ダ
ブルスとシングルスの白熱したゲー
ム練習が各コートで行われ、実業団
内定の高校生も参加していて、アド
バイスに熱心に耳を傾け、一生懸命取り組んでいる様子も印象的でした。
　午後からは、ヨネックスチームVS東海興業と豊田通商の合同チー
ムによる団体戦が組まれました。真剣勝負です。大会中止が続き、
他チームと練習ができない現況下、貴重な機会になったそうで、「と
ても楽しかった」と参加者全員が生き生きと輝いていました。モチ
ベーションアップの一助になったに違いありません。

最後に全員で記念撮影！ヨネックスの「Win Backプロジェクト～大切なものを取り戻そう～」の横断
幕も登場し、参加者同志の交流を深め笑顔で終了しました。

市町村だより
知多市体育協会バドミントン連盟

◆新春バドミントン大会
令和３年１月10日（日）メディアス体育館ちたで

開催。熱戦が繰り広げられ結果は以下のとおり。

〒452-0008　清須市西枇杷島町地領1-9-9
広報委員長　　岩田　崇
TEL（052）501-2602

愛知県バドミントン協会のホームページアドレス
　http://www.badminton-aichi.com/

Eメールアドレス　info@badminton-aichi.com

連絡　投稿

編集後記
大会も行事もほとんど開催できなかったこの１年は、未来の

活躍に向かって真摯にかつ懸命に取り組んでいる選手の姿や、
ニューノーマルに対応した大会運営を模索している関係者の活
動を中心に届けてきました。公式サイトもリニューアルします。
次年度は役員・委員改選による新体制のもと、フレッシュ

な気持ちで、より一層の充実を目指します。引き続き変わ
らぬご理解とご協力をお願いします。ご意見やご要望もお
待ちしています。 広報委員長　岩田崇

「サービスコートの
　　間違いについて」 水野　慶介

審 判 連 載

競技規則第12条に記載されているサービス
コートの間違いとは、サービスやレシーブの
順番の間違い、間違ったコートでサービス、
レシーブを行うことを言います。間違いに気
づいた場合、ラリーを途中で止めてはいけま
せん。ラリーが終了した時点で、間違いを訂
正し、スコアはそのままとします。シングル
スは、間違う可能性は低いですが、ダブルス
はしっかり集中していないと時々間違えそう
になります。私は、各選手のユニフォーム等
の色や身体的特徴をメモしています。皆さん
も、自分なりの方法を考えてみて下さい。

会員の皆様からお手伝いしてもいいよ、と言ってい
ただける人を探しています。「公式サイトの管理・運
営ってどんな仕事？」「Webシステムを勉強したい人」
や「興味がある。面白そう…」って思っているあなた！
ぜひご協力願えませんか？「あの人が適任！」と推薦い
ただくのも大歓迎です。

求ム！求ム！ 新公式サイトの
管理・運営ボランティア

●新公式サイトの管理・運営のお手伝い
新公式サイトにアクセスし、記事の掲載、加筆・
修正・削除等の作業です。
●以下の２つの要件を満たす方
①愛知県バドミントン協会の登録会員であること
学生あるいは社会人の方で出来るだけ長期間（最
低でも1年超）ご協力いただける方
②Excel、WordやOutlook等のメールを日常的に利用
している方。HTML（Webを作成する際に使用す
るIT言語）を使うことが出来れば、なお良いです。

１～ 2名

作
業
内
容

応
募
・
紹
介
要
件

人
数
応
募
・
紹
介
、
問
合
わ
せ
先

●下記電話番号か、公式サイトのお問合せ画面か
ら広報委員会宛にメールをお願いします。
●応募・推薦する方の所属、氏名、連絡先（電話番号、
又はメールアドレス）をご連絡ください。

※応募・推薦頂いた方には広報委員会から直接コンタク
トさせて頂きます。サポート内容や体制等について、
詳細をご説明します。

混合ダブルス
松の部Aブロック
混合ダブルス
松の部Bブロック
混合ダブルス
竹の部

混合ダブルス
梅の部

小学生ダブルス
女子6年の部
男子ダブルス
5・6年の部
女子ダブルス
5年の部

男女ダブルス
4年の部

種　目 優　勝 準優勝
山口　慎人
岡村　あみ（佐布里）
中村　佳和
上村ますみ（新田バド）
斎藤　昌和
川村由里子（新　田）
内木　　豊
中村　咲楠（チームN）
中井　琴美
堀内　茜里（知多Jr）
小田凛太朗
斉藤　直紀（知多Jr）
竹ノ下陽世
中山　心陽（知多Jr）
勝崎　　慶
早川　稜真（旭　北）

天野　宏紀
二宮　由佳（佐布里）
中野　裕生
山台　まみ（佐布里）
篠原　義久
中村　柚香（佐布里）
安藤　勝基（ドリブン）
山本　香代（南粕谷）
金子　萌依
塩出　愛実（八幡Jr）
小田琥太郎
黒原　洋彦（知多Jr）
中野　聖菜
野見山千紘（八幡Jr）
三宅伊知花
原　あかり（旭　北）

女子A代表の二人とS/Jリーグ１
部の男子が互角に打ち合っていま
す。男子選手のスマッシュを苦も
なくレシーブして、更にコントロー
ルするところはさすがの一言。

男子トップ選手による３対３の
練習です。ローテーションの巧み
さやスピード感がすごい！監督に
よるといつも練習に取り入れてい
るそうです。

☞

☞

－1－－6－

06-7175-7116 06-6201-0741
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