
知多市体育協会バドミントン連盟
◆第43回全知多バドミントン大会
令和３年11月７日一般個人戦、182名参加、11
月13日高校団体戦、41チーム241名が参加しメディ
アス体育館ちたで熱戦が繰り広げられた。

蒲郡バドミントン協会
◆令和３年度蒲郡市民総合スポーツ大会
11月21日、リニューアルした市民体育センターで

２年ぶりに市民大会を開催しました。コロナ前と変
わらない130名の参加があり、ジュニア（小学生）や高
校生が大会を盛り上げました。参加者から「感染防止
対策をしながら大会を開催してもらいありがたい」と
感謝の声が届き主催者としてホッとしています。

公式サイトアドレス
https://www.badminton-aichi.com/
Eメールアドレス
info@badminton-aichi.com

編集後記
新しい年が明けました。今年もコロナ禍での新
春です。しかしながら、１年前と明らかに違うの
は、感染防止対策をしながらも、あちこちで大会
が開催され始めたこと。今号は久しぶりの試合を
喜ぶ声がいっぱいです。いつもの大会がいつもの
ように開催できる日常が、このまま早く戻ります
ように…。　　　　　　　（広報委員　山本真弓）

渡邉伸也副理事長の東京オリンピック審判体験記

　コロナ禍での開催に対し、賛否の分かれた東京オリンピック。私は技術役員（線
審）として大会に参加した。いわゆるバブル方式ということで、宿泊先は専用ホ
テル（新宿区）。会場（調布市）までの移動も専用バスで期間中は外出厳禁。ホテ
ル内のコンビニなどの施設の使用も禁止とされていた。拘束時間の長さもあり
決して恵まれた環境ではなかったが、派遣されてきた全員（国際審判員25名、国
際線審含め85名の線審）が非常に意識高く競技に臨んでいた。決勝の舞台で全て
を出し切った線審は感激のあまり号泣するくらいであり、あらためてオリンピッ
クというものの偉大さを感じた。

競技は全３コートで行われ、全てのコートにいわゆるチャレンジ（ビデオ判定）システムが導入されて
いた。微妙な判定に対して使用されるが、本来の使用目的とは異なる形でチャレンジをする選手もいた
ためチャレンジされたドキドキ感というものは私自
身、感じることはなかった。残念ながら決勝戦・３
位決定戦を担当することはなかったが、全部で24試
合の線審を担当し、特別なオリンピックを終了した。
携わっていただいた方々や今回の寄稿の機会を与

えてくださった全ての皆さまに感謝申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。
昨年下期を振り返りますと、11月６日にS/Jリーグスペシャルマッチin愛
知を開催しました。会場には800名を超える皆さまにご観戦いただき、久々
の大きなイベントを無事開催することができました。豊田市をはじめとす
る多くの関係の皆さまに改めてお礼を申しあげます。 

また、同11月に栃木県で開催されたS/JリーグⅡ2021におきまして、わが愛知県勢が大い
に活躍をし、好成績を残しております。S/Jリーグ2022には男子豊田通商、女子東海興業の
２チームが新たに加わる予定であり、新しいステージでの活躍を期待しております。
今年は８月に全日本学生ミックスダブルス大会、９月に全日本社会人大会、またS/Jリー

グ2022の県内開催を予定しており、すでに準備を開始しております。新型コロナの動向は気
になるところですが、是非とも白熱した試合が繰り広げられ、多くの皆様にご観戦をいただ
けることを望んでおります。また、全国大会に限らず、県内で予定される全ての大会が無事
開催され、関係する全ての皆さまにとって飛躍の年になりますことを願っております。

理事長年頭挨拶 愛知県バドミントン協会
理事長　朝倉　康善

市町村だより

一宮バドミントン協会
◆一宮市民秋季バドミントン大会
11月14日一宮市総合体育館にて、前回同様コロナ

対策を行い開催しました。参加者数243ペア。全ての
試合を15p２ゲーム＋ファイナルゲーム７pの形式で
行いました。ファイナルゲームの７p勝負では、流れ
を持っていかれ、あっという間に終わるゲームもあ
れば、７-６と最後の１pを争うゲームも多数あり、白
熱とした試合展開がみられました。この１pが最終順
位に影響を与え、重要な１pとなる場面もありました。

〒477-0033　東海市中の池６丁目2－27
広報委員長　　上枝　伸
携帯　090-2938-2868

連絡
投稿

豊田市バドミントン協会
◆第34回豊田オープンバドミントン大会
令和３年11月28日（日）スカイホール豊田で開催
されました。他県からの参加者もあり延べ170ペ
ア（延べ340人）多数参戦。各ペアのレベルが高く
試合数も多いため、閉館15分前にすべての試合を
終えるほどでした。

優　勝
1部

男
　子

Ａゾーン
Ｂゾーン

2部

初心者
シニア

3部

山内　涼雅・竹岡　房樹
高井　伸幸・千葉　俊輔
岩田　宗大・関谷　光司
森　　哲志・西村　和也
渡辺　裕太・渡辺　修平
松原　信幸・杉山　誓英

角田　英之・大郷　光平
矢野　俊通・田島　正徳
西川　敦貴・浅野　丈徳
中嶋　望夢・杉本　雄大
恒川　聖七・三輪竜之介
松永　浩治・雨奥　勝磨

準優勝

1部

女
　子

Ａゾーン
Ｂゾーン

2部

初心者
シニア

3部

遠藤　歩美・柳瀬　麻里
木村　真菜・小林　寿来
矢島　夕貴・山田　晃世
中島　清佳・木原　利奈
阿知波りさ・松永　彩希
伊藤　智美・澤木美恵子

平下ゆう子・丹下　美樹
杉江　真那・井田　彩実
朝倉　茉友・宮田　真希
岩佐　直美・大橋　真由
浜田　佳苗・井藤　凛音
松永　周子・山根　洋子

男子1部

男子2部

女子1部

女子2部

混合1部

混合2部

部 優　勝
近藤　峻矢 ・ 源口　哲史
(G.spank ・ 紫電会)
小嶋　大和 ・ 山中健太郎
(中京大学)
渡辺　梨沙 ・ 惣土　梨恵
(スマギャン ・ PEACOCK)
旧井沙耶花 ・ 松井あかり
(愛知淑徳大学)
谷村　高宏 ・ 惣土　梨恵
(はりーあっぷ ・ PEACOCK)
長谷川昂平 ・ 水野　裕加
(スマギャン ・ 清須市)

準優勝
山口　慎人 ・ 森　悠之介
(美翔団 ・ ウィングス)
長谷川昂平 ・ 榊原　聡真
(スマギャン)
荷川取　茜 ・ 伊藤　舞衣
(RHBT ・ SMAGAN)
安田　瑞希 ・ 井田理沙子
(淑徳BC ・ IWATA BC)
荷川取　天 ・ 遠藤　歩美
（RISE B.C. ・ Snow Drop）
牛山　将平 ・ 旧井沙耶花
(愛知淑徳大学)

優　勝種　目 準優勝
高校男子団体
高校女子団体

男子ダブルス1部

男子ダブルス2部

男子ダブルス3部

女子ダブルス1部

女子ダブルス2部

女子ダブルス3部

森田 貴士・貝原健太郎
（知多市）

神之田星斗・濱野 翠斗
（東海市）

半田東高校A 大府高校A
半田高校A 大府高校A

澤田 将卓・田畑 佳樹
（武豊町）

山田 武志・土肥 憲司
（常滑市）

北田 快斗・原川涼太郎
（知多市）

加藤 健介・大土橋 秀
（半田市）

森田恵里奈・伊藤 舞依
（知多市）

高木 昌美・高橋 仁美
（常滑市）

伊藤 綾子・宮崎絵梨香
（大府市）

佩川奈々美・高重 春菜
（半田市）

笹本 知春・山本 裕子
（半田市）

（写真提供：K.W.）
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S/Jリーグ2021スペシャルマッチin愛知を開催！

本年２月に延期されたS/Jリーグ開幕戦の代替試合が、11月６日スカイホール豊田にて地元愛知県に
拠点を置く４チームと県外の強豪４チームを招き「豊田市スポーツ協会設立70周年 法人化40周年記念大
会」として感染対策を万全にして開催しました。午前９時の開場前からファンが集まりはじめ、エント
ランスにはユニフォームを着た子供たちの姿が目立ち、今か今かと待ちきれない様子が伝わってきます。
入場の際は馴れた様子で体温チェックと消毒。スポンサー企業の「お楽しみ抽選会」へエントリーしてか
ら会場内へ走って入っていきました。２階観客席を見ると企業チームの息の合った個性溢れる応援や、
S/Jリーグトップレベル選手のパフォーマンスを間近で見ることができ、嬉しそうな顔がいっぱいです。
交流試合とは言え、選手たちは真剣勝負！大熱戦の試合が多く、観客も手に汗握る展開に拍手で応援し
ていました。選手にとってもバドミントン大会事業の少ない中、モチベーション・技術力の維持に役立ち、
今後再開するS/Jリーグで力を発揮する一助になったことでしょう。
また今回の交流試合は公式サイトにリンクしてYouTubeで生配信されました。熱い試合をご覧になっ

た方も多かったのではないでしょうか。今後このような発信も増やしていきますのでご期待ください。
（広報委員　鈴木勝男）

祝！豊田通商（男子）と東海興業（女子）がS/Jリーグ昇格の権利を獲得
11月18 ～ 21日にかけて栃木県大田原市で開催された、JTBバドミントンS/JリーグⅡ2021大田原市大
会において、豊田通商（男子）と東海興業（女子）が準優勝し、来期S/Jリーグへの昇格が内定しました。
男女ともに最終戦までもつれ込む大接戦の中、両チーム揃って勝利し、悲願のS/Jリーグ昇格の権利を
掴み取りました。（正式発表は今年度大会終了後の予定）

スペシャルマッチに先立ち、與猶くるみ選手の引退セレモニーが行われ、末岡会長と母校岡崎城西高
校の顧問から花束、はりーあっぷジュニア選手から記念品の贈呈がありました。

■ 豊田通商（男子） 峰将大選手
コロナの影響で昨年の試合が中
止になったため、今年S/JⅡリーグ
は初参戦になりました。簡単な試
合はひとつもなく、誰かが落とし
ても他の人がカバーする展開で乗
り越えていき、３日目が終わった
時点で３勝２敗、全体成績３位。昇格するには残
る２試合をすべて３-０で勝つ必要がありました。
ひとつも落とすことができない状況の中、選手も
サポーターも一丸となり、全員最高のパフォーマ
ンスを発揮することができ、両試合とも３-０で勝
利することができました。このような結果を出せ
たのは、日頃からご支援いただいた皆様のおかげ
です。沢山の応援ありがとうございました。

■ 東海興業（女子） 杉山利奈選手
沢山の方のご支援、ご
協力があっての結果で、
まずは感謝の気持ちで
いっぱいです。コロナ禍
で思うように練習ができ
ませんでしたが、その中
でもモチベーションを落とすことなく、
全員が“昇格”を目標に取り組めたことが
今回の結果につながったと思います。本
年は更に高いレベルで戦うことになりま
すが、１年間しっかり準備してチーム一
丸となって頑張ります。多くのご声援、
本当にありがとうございました。

観客を入れて開催できたことは本当に良かったし感謝します。各
企業の役員が集まり、とても注目度の高い大会となったと思う。

（ジェイテクト　石井監督）

ジェイテクト VS 日立情報通信エンジニアリング

ロンドン五輪代表の佐藤冴香選手（ヨネックス） お楽しみ抽選会

各大会の中止が相次ぐ中、トップチームと試合をする機会を実現
していただき感謝します。大会開催に向け柔軟な対応もよかった。

（東海興業　小林監督）

東海興業（男子） VS 三菱自動車京都

選手にとって素晴らしい環境で試合ができた。社員を含め会社全
体にバドミントン部の活動を知ってもらえたこともありがたい。

（東海興業　有田監督）

東海興業（女子） VS ACT SAIKYO

バドミントン競技の迫力と楽しさを体感できる良い機会でした。
社員やその家族が多く参加し、イベントとして大変有意義でした。

（豊田通商　北村部長）

豊田通商（男子） VS トヨタ自動車

観客を集めての大会ということで、選手のモチベーションが上が
り、練習態度も大きく変わりました。観客にも充分楽しんでもらえ
たと思います。　　　　　　　　　　　（トヨタ自動車　福田監督）

トヨタ自動車 VS 豊田通商（男子）

多くの関係者の皆様やファンに支えられ、長きにわたったバドミントン選手と
しての人生に幕を閉じることになりました。いつもたくさんの応援を頂きありが
とうございました。思い返すと辛いことの方が多かったように感じますが、関係
者すべての皆様に感謝して最後は「楽しかった！」と思いたいです。これからは愛
知県のジュニア育成に力をそそぎ、東海地区全体を底上げして全国で勝てる選手
を育て、少しでも恩返ししていきたいと思います。

小学２年生の時に「はりーあっぷジュニア」に入部。全国小学生選手権４年以下でダブルス準優勝
を皮切りに中学、高校でも活躍。全日本ジュニア選手権で優勝を果たす。2015年世界選手権で３位。
2016年アジア選手権では高橋・松本ペアに敗れて準優勝。惜しくもリオ五輪の出場を逃した。ヨネッ
クス所属。

経

　歴

與猶くるみ選手（ヨネックス）　お疲れ様でした！

（左）石井梨紗選手（右）西尾千空選手（豊田通商）

（左）宮嶋航太郎選手（右）小林晃選手

（左）長峰善選手（右）大滝聖矢選手

（左）肥田木あかり選手（右）井上洸選手

（左）北里元輝選手（右）吉村徳仁選手

（左）可児駿弥選手（右）成田大誠選手
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S/Jリーグ2021スペシャルマッチin愛知を開催！

本年２月に延期されたS/Jリーグ開幕戦の代替試合が、11月６日スカイホール豊田にて地元愛知県に
拠点を置く４チームと県外の強豪４チームを招き「豊田市スポーツ協会設立70周年 法人化40周年記念大
会」として感染対策を万全にして開催しました。午前９時の開場前からファンが集まりはじめ、エント
ランスにはユニフォームを着た子供たちの姿が目立ち、今か今かと待ちきれない様子が伝わってきます。
入場の際は馴れた様子で体温チェックと消毒。スポンサー企業の「お楽しみ抽選会」へエントリーしてか
ら会場内へ走って入っていきました。２階観客席を見ると企業チームの息の合った個性溢れる応援や、
S/Jリーグトップレベル選手のパフォーマンスを間近で見ることができ、嬉しそうな顔がいっぱいです。
交流試合とは言え、選手たちは真剣勝負！大熱戦の試合が多く、観客も手に汗握る展開に拍手で応援し
ていました。選手にとってもバドミントン大会事業の少ない中、モチベーション・技術力の維持に役立ち、
今後再開するS/Jリーグで力を発揮する一助になったことでしょう。
また今回の交流試合は公式サイトにリンクしてYouTubeで生配信されました。熱い試合をご覧になっ
た方も多かったのではないでしょうか。今後このような発信も増やしていきますのでご期待ください。

（広報委員　鈴木勝男）

祝！豊田通商（男子）と東海興業（女子）がS/Jリーグ昇格の権利を獲得
11月18 ～ 21日にかけて栃木県大田原市で開催された、JTBバドミントンS/JリーグⅡ2021大田原市大

会において、豊田通商（男子）と東海興業（女子）が準優勝し、来期S/Jリーグへの昇格が内定しました。
男女ともに最終戦までもつれ込む大接戦の中、両チーム揃って勝利し、悲願のS/Jリーグ昇格の権利を
掴み取りました。（正式発表は今年度大会終了後の予定）

スペシャルマッチに先立ち、與猶くるみ選手の引退セレモニーが行われ、末岡会長と母校岡崎城西高
校の顧問から花束、はりーあっぷジュニア選手から記念品の贈呈がありました。

■ 豊田通商（男子） 峰将大選手
コロナの影響で昨年の試合が中
止になったため、今年S/JⅡリーグ
は初参戦になりました。簡単な試
合はひとつもなく、誰かが落とし
ても他の人がカバーする展開で乗
り越えていき、３日目が終わった
時点で３勝２敗、全体成績３位。昇格するには残
る２試合をすべて３-０で勝つ必要がありました。
ひとつも落とすことができない状況の中、選手も
サポーターも一丸となり、全員最高のパフォーマ
ンスを発揮することができ、両試合とも３-０で勝
利することができました。このような結果を出せ
たのは、日頃からご支援いただいた皆様のおかげ
です。沢山の応援ありがとうございました。

■ 東海興業（女子） 杉山利奈選手
沢山の方のご支援、ご
協力があっての結果で、
まずは感謝の気持ちで
いっぱいです。コロナ禍
で思うように練習ができ
ませんでしたが、その中
でもモチベーションを落とすことなく、
全員が“昇格”を目標に取り組めたことが
今回の結果につながったと思います。本
年は更に高いレベルで戦うことになりま
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11月６、７日にメディアス体育館おおぶにて、２年ぶりに開催されました。３年生が夏の総体で引退し、
新チームとして初めての県大会で、これからの活躍を占う大会となりました。出場者数を例年の半分に
し、無観客となりましたが、１、２年生の有力選手が集まり、シャトルを激しく打つ音が響き渡る熱戦
が繰り広げられました。女子シングルスは初戦から非常にレベルの高い試合が多く、ラリーが長く競り
合う展開となりました。第３シードの松本選手（富士松）が第２シードの竹内選手（碧南東）を破り決勝へ
と進みましたが、総体でも優勝した伊藤選手（西枇杷島）が決勝でも安定した力を発揮し、見事優勝しま
した。女子ダブルスでは、第１シードの阿保・稲垣ペアが１ゲームも落とすことなく圧倒的な強さで優
勝しました。男子シングルスの決勝は夏の総体と同じ対戦となりました。山脇選手（金屋）が長束選手（治
郎丸）を破り優勝し、雪辱を晴らしました。男子ダブルスの決勝戦は市邨中どうしの対戦となりました。
第１シード樫尾･中村ペアが第３シード北野・鷲見ペアに勝ち、優勝を果たしました。入賞した選手、
惜しくも負けてしまった選手も、この経験を活かし、さらなる成長を遂げてほしいです。

（中体連バドミントン部　大島健太）

特集 明日へ駆ける
９月に実施された各地区予選を勝ち上がった選手たちによる県大会を10月23日、24日、30日の３日間、

豊橋総合体育館などで実施した。３年生が引退し代替り後の初めての大きな大会である。入学した時か
らコロナ禍で思ったように練習ができなかった選手たちだが、くじけず、ひたむきに取り組んできた練
習の成果を存分に発揮してくれた。

令和３年度愛知県高等学校新人体育大会

令和３年度愛知県中学生新人大会

［男子学校対抗戦］
準決勝がそれぞれ名北支部予選、三河支部予選の決勝と同じカードとなり、結果は順当にそれぞれの

地区の１位名経大市邨と岡崎城西が勝ち上がった。複１は市邨永森・近藤がストレートで取った。複２
は市邨冨田・森田と城西岡島・鈴木の対戦となった。１、２ゲームと
もに城西が良い入りをし、後半ラリーで粘りながら市邨が追い上げる
という展開で１-１と分け、ファイナルゲームで城西が疲れを見せたと
ころを市邨が一気に押し切った。単１は市邨の１年生寺西が城西野瀬
を接戦ながらストレートで下し勝負を決めた。主将冨田は「苦しい展開
となってしまった、これからもっと力をつけ全国でベスト８、メダル
を目指して頑張りたい」と語った。
［女子学校対抗戦］
岡崎城西、星城、名経大市邨をはじめどのチームも力が拮抗しており、早い段階から競った試合が多

くみられた。決勝は第１シード岡崎城西と選手層の厚さでほかに抜きんでている第３シード市邨の対戦
となった。ここ数年新人大会、総体ともに城西に後塵を拝していた市
邨だったが、複１、複２では粘り強いプレーで１点１点もぎ取り接戦
を制し、単１も圧倒し、結果３-０のストレートで久しぶりの優勝を勝
ち取った。市邨主将河辺は「ずっと悔しい思いをしてきたが、みんなの
力で勝ち取れて嬉しい。全国ベスト８以上を狙っていきたい」と話した。

個人戦を含め、結果は以下の通り。　　　　　　（高体連　大村悠介）

10月23日（土）メディアス体育館おおぶにて開催されたこの大会は、東海大会以上に出場する選手は参
加できないため、これまで入賞できなかった選手たちが上位に勝ち進むチャンスが大きい。特に６年生
は小学生最後ということもあり、リーグからトーナメントに上がった選手たちは気合十分で、優勝を目
指し熱のこもった試合展開をしながらも最後の大会を楽しんでいる様子でした。また、普段は４年生以
下と一括りの種目に出場する１・２・３年生は３年生以下や２年生以下とより細分化された種目に出場し、
初めて参加する選手も多くいました。試合相手が同学年ということもあってラリーが続きいつも以上に
楽しそうにコートの中を動き回っていました。優勝した選手からは「嬉しかった」「練習した成果が出せた」
と喜びの声があがりました。２月の新人戦に向けてのステップアップの大会になったようでした。

（小学生連盟　鈴木由紀江）

第8回愛知県小学生チャレンジ大会

優勝
準優勝

３位

名経大市邨

岡崎城西

愛工大名電

愛産大三河

名経大市邨

岡崎城西

星城

愛工大名電

冨田（市邨）

永森（市邨）

森田（市邨）

近藤（市邨）

尾形（市邨）

河辺（市邨）

山脇（安学）

中上（市邨）

永森・近藤（市邨）

冨田・森田（市邨）

寺西・鈴川（市邨）

岡島・鈴田（城西）

前田・中上  　（市邨）

岡本・小笠原（城西）

河辺・尾形  　（市邨）

深見・百合草（星城）

男子学校対抗 女子学校対抗 男子単 女子単 男子複 女子複

種　目
６年男子単
５年男子単
４年男子単
３年男子単
２年以下男子単
６年女子単
５年女子単
４年女子単
３年女子単
２年以下女子単

優　勝
柴田 飛宏
大橋 海斗
星野 僚志
櫨 丈瑠
長神 旺征
熊谷 南虹
万年 美澄
浦越 楓音
牧田 みなみ
長尾 柚希

（師勝ジュニア）
（長久手ジュニアバドミントン部）
（SunGreen豊橋バドミントンクラブ）
（はりーあっぷジュニア）
（めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）
（たんぽぽB.C）
（NOCK）
（豊橋ジュニア）
（はりーあっぷジュニア）
（はりーあっぷジュニア）

浅野 晃生
稲原 誉市
森田 健志朗
服部 恵大
松下 幸太郎
宮崎 結舞
三浦 かし乃
宮下 海空
浅野 莉子
花堂 希衣

（長久手ジュニアバドミントン部）
（大里東ジュニア）
（乙川エール）
（岡崎ジュニアB.C）
（はりーあっぷジュニア）
（師勝ジュニア）
（ハシルトン）
（SGUジュニアバドミントンクラブ）
（長久手ジュニアバドミントン部）
（はりーあっぷジュニア）

準優勝
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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。
春日井市立中部中学校バドミントン部

　昨年の全国大会で、４年生ながら５年生以下女子ダブルス第３位の輝かしい成
績を残しましたが、県シングルス大会で思わぬ負けを喫し、悔しい思いをしました。
その悔しさをバネに練習環境を変えて、さらなる高みを目指そうと今年度から大
里東ジュニアの一員となりました。父親の篤コーチと母親の直美さんの献身的な
支えのもと、家族一丸で、厳しい練習を地道に続けていることが成長につながっ
ています。10月の東海大会で5年生以下女子シングルスで優勝し、12月の全国大会
の愛知県団体メンバーに選ばれました。

本人曰く、得意なショットは「フォア奥からのワンジャンプのクロスカット」長所は「粘り強いラリー」
だそうです。スピード、パワーで相手を圧倒するダイナミックなプレーやミスの少なさも持ち味です。
自分に厳しく自主練習するなど、誰よりもストイックにバドミントンと向き合っているからです。
現在は全国大会に向けて、最後の追込みをしています。「日本一になることが目標」と断言しており、

必ずや稲沢の地から全国優勝を果たし、13歳以下の日本代表メンバーに選ばれると信じています。
「頑張れ！しずく」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大里東ジュニア　代表　長束康佑）

愛知のホープ愛知のホープ かし　お　し ず く

樫尾雫玖５年生（大里東ジュニア）

春日井市立中部中学校バドミントン部は、３年生 13 人、
２年生 21 人、１年生 15 人の計 49 人で活動をしています。
本校は生徒数 1000 人を超える県内トップクラスのマンモ

ス校であり部活動の数も多く、体育館が使用できるのは週３
日、２コートでの練習と活動が制限されています。そのため、
普段の練習は外での走り込みやトレーニングがほとんどで
す。部員たちは、そんな限られた練習の中でも、走り込みではタイムを計測し、過去の自分を越
えていけるようにし、トレーニングでは、仲間と競い切磋琢磨し合うことで質を上げ、バドミン
トンの基礎体力を高めています。また、体育館が使用できる日は、ひとりでも多く、１回でも多
くコートに入れられるようにと、部員と相談しながら練習メニューを工夫しています。時間を有
効活用できるように、準備から片付けまで機敏な行動も心がけています。このような練習環境だ
からこそ、部員一人ひとりが高い意識をもち、日頃の練習に一生懸命に取り組んでいるのです。
目標は、団体戦で全国大会に出場すること。今夏の県大会では３位と、東海大会へあと１歩の

ところまで行くことができましたが、目標にはまだ程遠い結果となりました。現在は、悔しい思
いをした先輩たちの思いを引き継ぎ、来年こそは全国大会出場を達成するために日々練習に励ん
でいます。
今まで支えて下さった全ての人に恩返しをする気持ちを持ち、学校生活をはじめ、様々な場面

において、活躍できる集団を目指し「応援したくなる魅力のあるチーム」になれるよう頑張って
いきます。応援よろしくお願いします。　　　　　　　　　　　（バドミントン部顧問　上村美織）

連盟NEWS

第2回 「用器具の検定と審査」池上 信之
審 判 連 載

例えば…いつも使っているラケット。テニ
スラケットのように大きく打面の広いものは
使えません。競技規則第４条で長さやストリ
ングド・エリアなどが決まっているのです。
他にも競技に直接関係する用器具（ラインテー
プ、コートマット、ポスト、ネット、シャトル、
ラケット、サービス高測定器）は検定合格品、
それ以外は（ウェア、ストリングス、シューズ、
得点表示装置、審判台）は審査合格品でなけれ
ば第１種大会で使用することはできません。
（競技規則第５条用器具の検定と審査）
※令和２年の改正で検定対象にサービス高測
定器が追加されました。
このような情報は（公財）日本バドミントン
協会のホームページで確認できます。
皆さんが日頃使用している用器具が検定及
び審査に合格しているものかどうか、一度確
認してみてはいかがでしょうか？

委員会NEWS
審判委員会

今年度前半はコロナ感染防止のため、公募の公
認審判員検定会は実施出来ませんでしたが、実連、
社会人ク連盟、小学生連盟及びレディース連盟か
らの要請に応じて４回実施しました。次は学連の
要請で実施する予定です。
また、派遣審判業務は、7月の東海総合選手権、
11月のS/Jリーグ代替大会の他インターハイ、国
民体育大会及び高校選抜の各県内予選会及び県総
合選手権大会において、主審及びサービスジャッ
ジを行いました。

実業団バドミントン連盟
◆２年連続で交流リーグ戦大会を実施　
コロナ感染症の影響で、会社都合で参加できな
いチームが有り、正規のリーグ戦は今年度も開催
できなかったため、代替大会を令和３年11月28日、
12月４・11日の３日間で名東スポーツセンター他
の公共体育館にて２複１単の競技方式で開催した。
男女合わせて30チームが参加し、久々の実戦となっ
た選手も多く、各コートで熱戦が繰り広げられた。
特に男子１部、女子１部は、11月18日～ 21日
に開催されたS/JリーグⅡの大会結果により、来
年度S/Jリーグに参戦することが確実となった
チームが４チーム（男子：東海興業、ジェイテクト、
豊田通商、女子：東海興業）含まれており、卓越
した技術とパワーあふれるレベルの高い試合が展
開された。
来年度は、所属する全チームが参加する正規の
リーグ戦が開催されることを願っている。

中小学校体育連盟バドミントン部
12月12日にチャレンジ大会、１月15日に県中学
校大会の開催を予定しています。活動が制限され
ることのない日常が戻ることを願わずにはいられ
ません。

高等学校体育連盟バドミントン部
９月、10月にかけて全国選抜へとつながる新人
体育大会を実施した。感染症予防に注意しながら
の大会は運営側、選手共に慣れてきたこともあり
スムーズに実施することができた。10月の県大会
で上位に入った学校および選手は年末に岐阜県大
垣市で行われる東海大会に出場し、その結果３月
に栃木県宇都宮市で50回の記念大会として実施さ
れる全国選抜に出場する。愛知県選手の活躍を期
待したい。例年年明けに実施していた学年別大会
が廃止されたため、各地区で工夫を凝らして大会
などを企画しているところである。新しい変異株
の登場などで世の中が騒がしいが、生徒たちが思
いっきりバドミントンを楽しめるような環境を
作っていきたい。

ルールブック講座 
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知多市体育協会バドミントン連盟
◆第43回全知多バドミントン大会
令和３年11月７日一般個人戦、182名参加、11

月13日高校団体戦、41チーム241名が参加しメディ
アス体育館ちたで熱戦が繰り広げられた。

蒲郡バドミントン協会
◆令和３年度蒲郡市民総合スポーツ大会
11月21日、リニューアルした市民体育センターで

２年ぶりに市民大会を開催しました。コロナ前と変
わらない130名の参加があり、ジュニア（小学生）や高
校生が大会を盛り上げました。参加者から「感染防止
対策をしながら大会を開催してもらいありがたい」と
感謝の声が届き主催者としてホッとしています。

公式サイトアドレス
https://www.badminton-aichi.com/
Eメールアドレス
info@badminton-aichi.com

編集後記
新しい年が明けました。今年もコロナ禍での新
春です。しかしながら、１年前と明らかに違うの
は、感染防止対策をしながらも、あちこちで大会
が開催され始めたこと。今号は久しぶりの試合を
喜ぶ声がいっぱいです。いつもの大会がいつもの
ように開催できる日常が、このまま早く戻ります
ように…。　　　　　　　（広報委員　山本真弓）

渡邉伸也副理事長の東京オリンピック審判体験記

　コロナ禍での開催に対し、賛否の分かれた東京オリンピック。私は技術役員（線
審）として大会に参加した。いわゆるバブル方式ということで、宿泊先は専用ホ
テル（新宿区）。会場（調布市）までの移動も専用バスで期間中は外出厳禁。ホテ
ル内のコンビニなどの施設の使用も禁止とされていた。拘束時間の長さもあり
決して恵まれた環境ではなかったが、派遣されてきた全員（国際審判員25名、国
際線審含め85名の線審）が非常に意識高く競技に臨んでいた。決勝の舞台で全て
を出し切った線審は感激のあまり号泣するくらいであり、あらためてオリンピッ
クというものの偉大さを感じた。

競技は全３コートで行われ、全てのコートにいわゆるチャレンジ（ビデオ判定）システムが導入されて
いた。微妙な判定に対して使用されるが、本来の使用目的とは異なる形でチャレンジをする選手もいた
ためチャレンジされたドキドキ感というものは私自
身、感じることはなかった。残念ながら決勝戦・３
位決定戦を担当することはなかったが、全部で24試
合の線審を担当し、特別なオリンピックを終了した。
携わっていただいた方々や今回の寄稿の機会を与
えてくださった全ての皆さまに感謝申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。
昨年下期を振り返りますと、11月６日にS/Jリーグスペシャルマッチin愛
知を開催しました。会場には800名を超える皆さまにご観戦いただき、久々
の大きなイベントを無事開催することができました。豊田市をはじめとす
る多くの関係の皆さまに改めてお礼を申しあげます。 

また、同11月に栃木県で開催されたS/JリーグⅡ2021におきまして、わが愛知県勢が大い
に活躍をし、好成績を残しております。S/Jリーグ2022には男子豊田通商、女子東海興業の
２チームが新たに加わる予定であり、新しいステージでの活躍を期待しております。
今年は８月に全日本学生ミックスダブルス大会、９月に全日本社会人大会、またS/Jリー
グ2022の県内開催を予定しており、すでに準備を開始しております。新型コロナの動向は気
になるところですが、是非とも白熱した試合が繰り広げられ、多くの皆様にご観戦をいただ
けることを望んでおります。また、全国大会に限らず、県内で予定される全ての大会が無事
開催され、関係する全ての皆さまにとって飛躍の年になりますことを願っております。

理事長年頭挨拶 愛知県バドミントン協会
理事長　朝倉　康善

市町村だより

一宮バドミントン協会
◆一宮市民秋季バドミントン大会
11月14日一宮市総合体育館にて、前回同様コロナ

対策を行い開催しました。参加者数243ペア。全ての
試合を15p２ゲーム＋ファイナルゲーム７pの形式で
行いました。ファイナルゲームの７p勝負では、流れ
を持っていかれ、あっという間に終わるゲームもあ
れば、７-６と最後の１pを争うゲームも多数あり、白
熱とした試合展開がみられました。この１pが最終順
位に影響を与え、重要な１pとなる場面もありました。

〒477-0033　東海市中の池６丁目2－27
広報委員長　　上枝　伸
携帯　090-2938-2868

連絡
投稿

豊田市バドミントン協会
◆第34回豊田オープンバドミントン大会
令和３年11月28日（日）スカイホール豊田で開催

されました。他県からの参加者もあり延べ170ペ
ア（延べ340人）多数参戦。各ペアのレベルが高く
試合数も多いため、閉館15分前にすべての試合を
終えるほどでした。

優　勝
1部

男
　子

Ａゾーン
Ｂゾーン

2部

初心者
シニア

3部

山内　涼雅・竹岡　房樹
高井　伸幸・千葉　俊輔
岩田　宗大・関谷　光司
森　　哲志・西村　和也
渡辺　裕太・渡辺　修平
松原　信幸・杉山　誓英

角田　英之・大郷　光平
矢野　俊通・田島　正徳
西川　敦貴・浅野　丈徳
中嶋　望夢・杉本　雄大
恒川　聖七・三輪竜之介
松永　浩治・雨奥　勝磨

準優勝

1部

女
　子

Ａゾーン
Ｂゾーン

2部

初心者
シニア

3部

遠藤　歩美・柳瀬　麻里
木村　真菜・小林　寿来
矢島　夕貴・山田　晃世
中島　清佳・木原　利奈
阿知波りさ・松永　彩希
伊藤　智美・澤木美恵子

平下ゆう子・丹下　美樹
杉江　真那・井田　彩実
朝倉　茉友・宮田　真希
岩佐　直美・大橋　真由
浜田　佳苗・井藤　凛音
松永　周子・山根　洋子

男子1部

男子2部

女子1部

女子2部

混合1部

混合2部

部 優　勝
近藤　峻矢 ・ 源口　哲史
(G.spank ・ 紫電会)
小嶋　大和 ・ 山中健太郎
(中京大学)
渡辺　梨沙 ・ 惣土　梨恵
(スマギャン ・ PEACOCK)
旧井沙耶花 ・ 松井あかり
(愛知淑徳大学)
谷村　高宏 ・ 惣土　梨恵
(はりーあっぷ ・ PEACOCK)
長谷川昂平 ・ 水野　裕加
(スマギャン ・ 清須市)

準優勝
山口　慎人 ・ 森　悠之介
(美翔団 ・ ウィングス)
長谷川昂平 ・ 榊原　聡真
(スマギャン)
荷川取　茜 ・ 伊藤　舞衣
(RHBT ・ SMAGAN)
安田　瑞希 ・ 井田理沙子
(淑徳BC ・ IWATA BC)
荷川取　天 ・ 遠藤　歩美
（RISE B.C. ・ Snow Drop）
牛山　将平 ・ 旧井沙耶花
(愛知淑徳大学)

優　勝種　目 準優勝
高校男子団体
高校女子団体

男子ダブルス1部

男子ダブルス2部

男子ダブルス3部

女子ダブルス1部

女子ダブルス2部

女子ダブルス3部

森田 貴士・貝原健太郎
（知多市）

神之田星斗・濱野 翠斗
（東海市）

半田東高校A 大府高校A
半田高校A 大府高校A

澤田 将卓・田畑 佳樹
（武豊町）

山田 武志・土肥 憲司
（常滑市）

北田 快斗・原川涼太郎
（知多市）

加藤 健介・大土橋 秀
（半田市）

森田恵里奈・伊藤 舞依
（知多市）

高木 昌美・高橋 仁美
（常滑市）

伊藤 綾子・宮崎絵梨香
（大府市）

佩川奈々美・高重 春菜
（半田市）

笹本 知春・山本 裕子
（半田市）

（写真提供：K.W.）
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