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第57回愛知県社会人バドミントン選手権大会
令和４年１月16日（日）に中村スポーツセンター、１月23日（日）に露橋スポーツセンターで開催された。
シングルス88名、ダブルス128組が参加。新型コロナ第６波の影響もあって、全体の1/4（シングルス31、
ダブルス34）が棄権し、波乱の幕開けとなったものの、厳格な感染対策の中で選手たちの気迫のこもっ
たプレーが会場を沸かせていた。

男子シングルス 優勝
清水智彦(豊田通商)

女子シングルス 優勝
峰 郁美(はりーあっぷ)

男子ダブルス 優勝
深尾 淳/鈴木陵麻(はりーあっぷ)

女子ダブルス 優勝
中島萌絵/関矢夕芽(トヨタ自動車)

年令別優勝者
男子シングルス

女子シングルス

男子ダブルス

鈴木陵麻/はりーあっぷ
深尾 淳/はりーあっぷ
浅野新也/はりーあっぷ
30歳以上 中口竜郎/はりーあっぷ 竹内優子/KOKACARE
村松将豪/はりーあっぷ
磯貝謙太郎/RHBT
山本宏美/DANDE LION
35歳以上 立松幹浩/東海クラブ
花井 謙吉/紫電会
濱本昌也/SMAGAN
40歳以上 遠藤博史/Oh my gut 鈴木理子/個人登録
北川 剛/RHBT
伊藤峰人/横須賀クラブ
45歳以上 山脇克泰/ハネツキ会
吉川功次郎/WISTARIA
生田純也/中川シャトル
50歳以上 永田一郎/Oh my gut 木下伸子/知立
柳田順一/ATOM
松原伸幸/貴船BC
高田美和/三好
55歳以上 船木勝正/DAIMON
岡本哲哉/フライト
岩渕信司/豊田自動織機
60歳以上 米本勝如/DAIMON
新田正喜/BS MORITA
浅野 勇/岩倉パラレル
渡辺洋子/岡崎フェニックス
65歳以上 福井邦芳/名港クラブ
松田秀樹/岩倉パラレル
武田正雄/実業団連盟
70歳以上 青山伸幸/DAIMON
近藤一男/岩倉パラレル
百々俊宗/ヤングシルバー
75歳以上
筒井公夫/ヤングシルバー
一般

清水智彦/豊田通商

峰 郁美/はりーあっぷ
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女子ダブルス

混合ダブルス

関矢夕芽/トヨタ自動車
中島萌絵/トヨタ自動車

野村さやか/Tsutsumi
山台 まみ/Tsutsumi
高田美幸/poona
山本愛子/半田
森 亜由美/RHBT
阿久津直美/名古屋名城
間瀬孝子/半田
笠井恵理/名古屋徳川
柿澤 和美/蟹江
宮地美和子/大口
西川福美/岡崎フェニックス
井上貴子/名古屋徳川
西本民子/春日井
村上啓子/小牧
長谷川さつよ/豊田
武田 京子/刈谷

鶴田久幸/三好
鈴木千里/三好
竹内裕也/MUSCLE CLUB
高木昌美/MUSCLE CLUB
稲向重己/振甫クラブ
吉田朋子/振甫クラブ
田中桂介/JUPITER
齋藤悦子/振甫クラブ
梶川博之/Tsutsumi
門間由美子/豊田

嶋田政志 /AISIN AW
平岩美代子/安城
園部繁夫/東海シャトルズ
荒川みどり/名古屋わかしゃち

特集

明日へ駆ける
第30回全国小学生バドミントン選手権大会

令和３年12月25日〜 29日、福島県郡山市・須賀川市にて開催されました。ちょうど寒波が押し寄せ、
例年あまり降らない雪が降り積もる寒い中での開催となりましたが、体育館の中では、熱い戦いが繰り
広げられました。
団体戦は、男子チームがベスト16、女子チームが５位入賞でした。男女とも敗戦した時の相手チーム
が共に優勝。悔しい敗戦です。
個人戦は、６年生以下男子ダブルスで石川・池田組（はりーあっぷ）、５年生以下女子シングルスで河
村（びわじまB・C）、４年以下男子ダブルスで青山・米谷（はりーあっぷ）がそれぞれ３位入賞。また、
５年生以下女子シングルスで高田
（石ヶ瀬）、５年以下男子ダブルスで坂本・粂野（SGU）がそれぞれ５位
入賞を果たしました。

6年生以下男子3位
池田・石川
（はりーあっぷ）

（小学生連盟強化委員長

5年生以下女子3位
河村
（びわじまB・C）

4年生以下男子3位
米山・青山
（はりーあっぷ）

5年生以下女子5位
高田
（石ヶ瀬）

小林宏也）

5年生以下男子5位
粂野・坂本
（SGU)

全日本総合ミックスダブルス３位入賞
令和３年12月24 〜 30日まで、武蔵野森総合スポーツプラザで開催された第75回全日本総合バドミン
トン選手権大会ミックスダブルスにおいて、市川和洋（ジェイテクト）・ 加藤美幸（ACT SAIKYO）ペア
が堂々３位の成績を収めました。
市川選手はジェイテクトバドミントンチーム初の入賞者です。
このような好成績のお知らせは、日頃から育成に協力頂いている県内ジュニア選手のモチベーション
アップにも繋がります。今後、益々の活躍を期待します。
■ 市川選手コメント
ペアとしての練習時間が限られてい
る中で、１試合１試合コミュニケー
ションを取り、勝ち進むことができま
した。しかし準決勝では試合中にケガ
をしてしまい、思うようなプレーが出
来ませんでした。男子ダブルスの成績
も含め、来年リベンジできるように頑
張ります。
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（選手強化委員長

馬場直樹）

愛知のホープ

お がた

み

き

尾形 珠季（名古屋経済大学市邨高等学校2年生）

バドミントンが大好きで、強くなりたいという気持ちから、中学２年の時に日
進西中より市邨中に転校してきました。現在は女子副キャプテンとしてチームを
まとめています。とても真面目な性格で、何事にも全力で取り組み、日々の練習
では努力することの大切さを自らの行動で部員たちに伝えています。
その努力が実り、今年度の愛知県高等学校総合体育大会では先輩の熊谷とペア
を組んだダブルスで準優勝し、インターハイに出場しました。全国の壁は高く初
戦敗退したものの、勝てなかったことや納得のいくプレーが出来なかった悔しさ
から更なる努力を続け、11月に行われた新人体育大会では、シングルスで自身初めての県大会優勝を果
たすことが出来ました。続く東海地区予選会では準優勝し、３月に行われる全国選抜大会の出場権を獲
得しましたが、インターハイの経験から今の実力で勝ち上がることは難しいと本人は自覚しているよう
です。コート内を走る強さはあるものの、ラリーが単調になりがちなので、相手の逆をつくショットや、
高さを意識した配球から攻撃に繋げる展開の作り方などを課題として練習に取り組んでいます。何事に
も真剣な姿勢は後輩からの信頼も厚く、愛知県を代表する選手になってくれると期待しています。今後
とも応援よろしくお願いします。

（名古屋経済大学市邨高等学校 バドミントン部顧問 菅野俊助）

理事長通信

愛知県バドミントン協会
理事長 朝倉 康善

気がつけば、はや３月。あっと言う間に１年が経過しました。理事長が
交代し、専門委員長６名中４名が新任の体制で手探りながらの運営でした
が、逆に新しい視点のもとに様々な課題が見えたりもしており、このよう
な機会に従来の運営を少しでも改善していきたいと考えています。
一つの課題として、近年中学生を取り巻く環境が変化しつつあり、学校
体育から社会体育へとその重心を移す必要が問われています。選手強化や会員拡大など様々
な切り口でどう進めるのかを整理し、実行していかなければなりません。大変大きな課題で
すので先生方をはじめ関係者とよく相談をし、皆の総意で進めていきたいと思っています。
また、本会主催大会で繰り広げられるトップ選手の試合のレベルが一段と上がってきてお
ります。これをどうやってタイムリーに発信するのか、なども課題の一つと捉えています。
３月27日に総会を開催し、令和３年度の振り返りと、令和４年度の活動案を確認します。
ご意見がありましたら、ご一報いただくとありがたく存じます。皆さまには引き続き本会の
活動にご協力を宜しくお願い申し上げます。
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委員会NEWS

指導委員会
日本スポーツ協会の公認スポーツコーチ１、２

審判委員会

養成講習を実施しました。コーチ１養成講習は毎

公認審判員手帳が廃止となり、資格有効期限は

年開催しています。コーチ２養成講習は旧制度の

（公財）
日本バドミントン協会の公式サイトから確

上級指導者
（３級）の養成講習を実施した平成30年

認出来るようになりました。ログインIDとして10

度以来で、名称がコーチに変わり、カリキュラム

桁又は８桁の会員番号、パスワードとして初期設

編成が変更になった後としては初めての開催で、

定は御自身の生年月日
（西暦）
が必要です。

担当講師は、指導委員会の講習担当が務めました。
内容は日本バドミントン協会の新カリキュラム

県協会HPを開いて、下方にスクロールし
「ピッ
クアップ」
を左右にスライドすると、
「公認審判員

に基づき、新テキストに沿って進められましたが、

資格有効期限の確認方法」
が現れます。

旧カリキュラムで使用された指導者理論書、歴史

会員番号と審判員資格、一度はアクセスし確認

書などの有益な資料も活用しました。また実技で

してみて下さい。なお、審判員資格は毎年会員登

は、受講者が自ら研鑽した技術を発揮しながらも、

録しないと継続できません。止む無く競技を離れ

より進化するための新たな課題を確認する意味合

る年があってもお忘れなく。

いもあって、フィーダーとしてのスキルを確認し
ました。詳細は県協会HPに掲載しています。

審 判 連 載

尚、令和４年度は、コーチ１養成講習のみを開

ルールブック講座

第3回 「サービス」

催します。

池上 信之

【1.15ｍ】この数字は、2018年BWFで採用さ
れ、日本バドミントン協会（NBA）では2019年
から採用されたサービスの高さです。
正しいサービスとは、
「サーバーのラケット
で打たれる瞬間に、シャトル全体が必ずコー

講習会の様子

ト面から1.15ｍ以下でなければならない。
」

競技委員会

ポイントは、1.15ｍ以下がシャトル全体で

今年度も残すところ市町村連盟小学生交流会を

あって、ラケットで打つ高さ、プレーヤーの
身長ではないことです。サービスについては、

残すのみとなりました。結果的に県協会主管大会

競技規則第９条第１項〜第５項まであり、赤

も秋季新人大会など３大会が中止となりました。

本
（緑本）
を読んでもわかりにくい内容ですが、

現在もまん延防止等重点措置が発出されており予

試合の際、サービスジャッジの配置がない、

断を許さない状況です。
引き続き対策として、
①グー

若しくは、サービス高測定器がない場合は、
主審が判断しなければならない
（ポストに1.15
ｍの目印をつける場合あり）
ので、プレーヤー
の皆さんも一読しておいてください。

06-7175-7116

グルフォームへの体調等のインプット、
②入場の際
の検温・消毒、
③マスク着装の呼びかけ、
④会場内で
の密回避のお願いなどを徹底していきます。来年
度の大会におきましてもご協力をお願いします。

06-6201-0741
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連盟NEWS

レディースバドミントン連盟
昨年５月、コロナ禍で中止となった第31回愛知

実業団バドミントン連盟

県レディース大会個人戦を、第13回愛知オープンの

今年度はコロナ感染症の影響で全日程を消化で
きなかったが、S/Jリーグ2021における愛知県勢

代替試合として令和４年１月11日・12日・20日・21日・
24日に日本ガイシ第２競技場にて開催しました。

の活躍を総括します。

優

S/Jリーグ

（半田）
1ブロック 岩間和美・伊藤早央吏（刈谷･春日井） 横山千恵・山本愛子

トップリーグ

トーナメント方式で２月に２週にわたって熊本
県、東京都で開催される予定だったが、熊本大会
は開催されたものの、東京大会は参加予定チーム
にコロナ感染者が出て辞退するチームが多数あっ
たため、中止となった。熊本大会において、参戦

勝

優

勝

準優勝

（小牧） 矢下田真由美・安井明美（名古屋）
2ブロック 大野順子・長谷川美恵
（安城）
3ブロック 水岡里衣子・鈴木美保子（春日井） 青木比呂美・西村友紀
（安城） 大平陽子・神谷曜
（名古屋）
4ブロック 岡田富美恵・渡辺美佐樹
（豊田）
5ブロック 田中直美・金本敦子

杉山貴子・後藤寛子
（碧南）

（名古屋） 浅野みどり・錦野圭子
（稲沢）
6ブロック 八木裕美・長谷川敦子
（名古屋） 今枝理恵・小椋志津子
（一宮）
7ブロック 大西慶子・本多和泉
（名古屋） 小山琴美・柴田美江
（東海）
8ブロック 木村優子・服部真紀子
（あま）
（名古屋） 山田由美子・伊藤佐知子
9ブロック 小島桂子・菱田由貴子

した東海興業は日本ユニシスに善戦するも敗退、

（豊橋）
（春日井） 栗本真紀枝・服部真美
10ブロック 今井香織・安田智保子

ジェイテクトは初回戦で丸杉に勝利し、トナミ運

（春日井）
（名古屋） 河村真理子・加藤史江
12ブロック 小林紀子・市川美希

輸に挑みダブルスで１ポイント奪取するも敗退、
ともにベスト４はならなかった。

（名古屋） 梅田伸枝・浅利真理枝
（岡崎）
11ブロック 遊佐真弓・松本祐希
（碧南）
（岡崎） 杉浦晴美・小串和子
13ブロック 成瀬弥生・松本江里子
（蒲郡） 作田弘美・小林弘子
（豊田）
14ブロック 阿知波有友未・富安久美
（江南） 神谷里美・長村和枝
（半田）
15ブロック 掛布千波・服部理恵子

S/JリーグⅡ

（名古屋）
16ブロック 加藤佐知子・仁川千賀子（春日井） 小宮みえ子・川田香

11月に国体リハーサル大会として栃木県で開催
され、男子は豊田通商、女子は東海興業、豊田通
商が参戦。接戦に次ぐ接戦を勝負どころで勝ち抜
いた男子豊田通商、女子東海興業が優勝こそなら
なかったものの、共に準優勝となり、次年度のトッ
プリーグ昇格を確実なものとした。

（小牧）
17ブロック 沖野里織・早川麻里

三島喜代美・今田智美
（一宮）

（大治） 木下奈美・姫野梨愛
（名古屋）
18ブロック 垣見亜沙美・近藤裕美
（春日井） 今仁恭子・今井なみき
（犬山）
19ブロック 神谷恵・山本妃富美
（名古屋） 永井容子・黒川恭子
（蟹江）
20ブロック 今村直子・小林友美
（蒲郡） 中川綾・斎藤和代
（小牧）
21ブロック 大辻真由子・中田夕佳
（知立）
22ブロック 中川和子・吉川才子

堀田公子・横井博美
（名古屋）

（名古屋）
23ブロック 池田優・住森愛

小川薫・伊藤奈美
（名古屋）

（名古屋） 濱本麻由美・堀場美香子（名古屋）
24ブロック 寺島葉子・武内加奈
（稲沢）
25ブロック 東野典子・前田真紀

S/JリーグⅢ

大西寛子・伊藤理絵
（犬山）

高等学校体育連盟バドミントン部

２月下旬に開催が予定されていたが、コロナ感
染症拡大により辞退するチームが続出し中止と

東海選抜大会が12月25日から27日にかけて岐阜

なった。参加予定だったチームは下記のとおり

県大垣市で実施された。学校対抗戦は各県１位グ

男子…大同特殊鋼、日本製鉄、トヨタ自動車、愛

ループと、２位・３位グループのふたつに分かれ

知製鋼、豊田自動織機

て行われた。１位グループトーナメントの男子は

女子…トヨタ自動車、豊田合成

圧勝で、女子は接戦を制し、男女ともに名経大市

来年度S/Jリーグのトップリーグに愛知県より

邨が東海の頂点に立った。岡崎城西は男女とも２

男子３チーム、女子１チームが参戦予定。愛知県

位・３位グループトーナメントで優勝。星城女子

勢のさらなる躍進を期待してください！

は準優勝の成績を収めた。
個人戦でも愛知県勢の強さが光った。男子は単

学生バドミントン連盟

複とも市邨同士の対決となり、県大会決勝と同じ

主に大会主催を中心に、トーナメント作成、参
加校のバドミントン活動支援などに取り組んでい

対戦となった。
（単優勝
優勝

永森・近藤、準優勝

冨田・森田）

女子は単で市邨の尾形が、複で城西の岡本・小

ます。コロナ禍により、様々な大会が中止になっ
てしまっている中でも、昨年は感染防止対策をし

冨田、準優勝 永森）
（複

笠原が２位にくい込んだ。

つつ、いくつかの大会を無事開催しました。これ

以上の個人戦選手と市邨高校は、３月に栃木県

からも各学校からの意見をもとに適切な判断を心

で実施される全国高校選抜の第50回記念大会に出場

がけて活動を盛り上げていきます。

する。全国でも遺憾なく力を発揮してもらいたい。
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市町村だより

小学生バドミントン連盟
令和４年１月29・30日に
「令和３年度第１回合

日進バドミントン協会

同合宿兼指導者講習会」を愛知県美浜少年自然の

本 連 盟 は、
「日 進 バ ド ミ ン ト ン ク ラ ブ
（NBC）
」

家で行いました。当初は合宿の予定で60人近くの
申し込みでしたが、オミクロン株の影響で日帰り

「日進レディース」
「日進ジュニア」の３団体で組織

練習会に変更になり、30人ほどの出席にとどまり

されています。例年は
「市民大会」
（４月）、バドミ

ました。

ントン教室（６月）、ジュニア教室（９月）、秋季大

初めて県の練習会に参加する選手も多く、基本

会（９月）、
「オープン大会」
（１月）などの行事を開

的な体操やフットワーク、また新人戦に向けての

催していましたが、この２年間ほとんどの行事が

試合練習など、２日間ともとても有意義でした。

中止となっています。
本市出身選手の全国大会出場（インターハイ他）

同時に実施された指導者講習会は中口指導員よ
り、練習効果向上のためのトレーニングの重要性

などの活躍が最近の明るい話題です。

や方法などの指導があり、各団から参加した指導

知多市体育協会バドミントン連盟

者は熱心に講義に耳を傾け、時には選手たちと一

知多市新春バドミントン大会
開催日：令和４年１月９日（日）
会場：メディアス体育館ちた

緒に実際にトレーニングをしていました。

種 目
一般混合ダブルス松
一般混合ダブルス竹
一般混合ダブルス梅A
一般混合ダブルス梅B

練習会の様子

5,6年生男子ダブルス

中小学校体育連盟バドミントン部
１月15日にメディアス体育館おおぶで県中学校
大会
（学校対抗）
を２年ぶりに開催しました。感染
拡大のため、大会直前に出場辞退の学校もありま
したが、しっかり感染対策をし、内容も工夫して、
無事に今年度最後の大会を終了しました。
各校の団結力がカギとなる団体戦ですが、声を
出すことはできず、拍手で懸命に応援しました。
次年度は早々に、県中学生大会やチャレンジ大
会の開催を予定しています。新１年生を迎え、さ
らなる盛り上がりを期待しています。

連絡
投稿

〒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

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

6年生女子ダブルス
５年生女子ダブルス
４年 生 ダ ブ ル ス

優

勝

準優勝

永野太一
（佐布里）
井上智晴
（つつじ）
三苫千尋
（佐布里）
松浦晴美
（つつじ）
二村啓史
（チームふたむら）
森谷秋星
（嵐）
中井美穂
（嵐）
高橋仁美
（チームふたむら）
屋久晴紀
（チームふたむら） 小田優子
（知多JO）
（知多JO）
市原裕子
（チームふたむら） 小田琥太郎
中山十三子
（佐布里）
安藤勝基
（岡田BC）
鈴木綾乃
（佐布里）
小嶋真弓
（岡田BC）
有田馨 （八幡バド）
小田凛太郎
（知多J）
渡辺勇斗
（八幡バド）
斉藤直紀
（知多J）
竹之下陽世
（知多J）
中野聖菜
（八幡バド）
（知多J）
野見山千紘
（八幡バド） 中山心陽
三宅伊知花
（旭北J）
牛田柚子穂
（旭北J）
土屋莉子
（旭北J）
本田芽衣
（旭北J）
中原弘貴
（旭北J）
賢生彩友
（知多J）
岩出葉月
（旭北J）
高橋翔太郎
（知多J）

編集後記
バドミントンのテレビアニメを偶然見つけまし
た。
「リーマンズクラブ」という番組で、土曜の深
夜、メーテレで放送中。BS朝日だと金曜日23時
から。実業団バド部のサラリーマン達の物語。実
在のあのチームをパロってる!?それなりに楽しめ
ます（笑）
他に、BSフジが月イチで日曜日の夕方にやっ
てる「お台場バドミントン学園」というのもありま
す。リアルなバドミントンを楽しむ機会が少ない
現在、たまにはいいかも…。
興味を持たれた方は是非ご視聴を！
なお今号は、皆さんにお伝えできる各種大会や
連盟、委員会の活動も少なく、ちょっと「控え目」
な頁数での編集です。
（広報副委員長 天埜良彦）
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