
編集後記
治郎丸中学校の長束翔太選手が全国中学校大会

（青森県弘前市で開催）男子シングルスで３位入賞
と新聞記事で見つけました。同じく女子ダブルス
ベスト16に２ペア。おめでとう！
記事掲載の若葉カップやABC大会も然り。最
近のジュニアの活躍に目を見張るばかりです。
小学生連盟の立ち上げから、強化、指導委員会
との連携など四半世紀以上に亘って協会挙げての
支援を受けた「ジュニア選手の強化」がやっと実を
結び始めました。強い選手を継続的に育成し、国
体優勝者やオリンピック選手を輩出する協会最終
目標のゴールもいよいよ近い？…楽しみにしま
しょう！

（広報委員　山本真弓）

市町村だより

豊田市バドミントン協会
◆第48回市民バドミントン大会新人戦
７月17日（日）豊田市西部体育館で開催されまし
た。今年度から参加対象を小学生まで広げ、72ペア
総勢144人と多数の選手が参戦し大いに盛上りを見
せました。 各クラス優勝ペアは以下の通り。

一宮バドミントン協会
◆一宮市民夏季バドミントン大会
７月18日一宮市総合体育館にて開催しました。

参加者数238ペア。参加者の協力も得て コロナ対
策を行いながらの開催でしたが、直前の流行によ
り棄権ペアが多数あり、試合数の調整などを行い、
無事終了しました。

男子A優勝
塚田 豊・吉田祐基本
（シャトルまかせ）

男子B優勝
小畑竜之佑・鈴川勝太郎

（S.S）

小学生５.６年優勝
石田 希羽・芦田 咲月

（日進Jr）

女子A優勝
松島花奈・豊島思歩

（日進Jr）

女子B優勝
中尾心春・内山莉緒

（S.S）

小学生４年以下優勝
船崎れいな・守田遥香

（美里Jr）

〒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

第5回 「シャトルの交換」 池上 信之

審 判 連 載

公認審判員規程第 5条 13 項シャトルの交換
（１）マッチ中のシャトルの交換は不公平で
あってはならない。主審がシャトルの交換が
必要かどうかを決定するとあります。交換の
時は必ず主審の許可を得てください。また、
競技規則第 2 条シャトルについて第 2 項天然
の羽根をつけたシャトルは（１）16 枚の羽根
を台（コルク）に取り付けたものとする。（６）
シャトルの重さは 4.74ｇから 5.50ｇとする（約
5ｇ）と記載があります。
高校生など学生の選手は羽根の枚数が足り

なかったり、折れたりしたシャトルなど（交
換が必要と思われるシャトル）を使い続ける
場合があります。選手から交換の申し出がな
くても、競技規則に合っていないシャトルと
判断した場合は、主審自らシャトル交換を促
しましょう。反対に選手からシャトル交換を
要請されても、主審が交換する必要がないと
判断した場合は交換する必要はありません。
この点もご注意ください。

ルールブック講座 

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

第74回愛知県総合バドミントン選手権大会
６月５日から７月９日に亘り、名東スポーツセンター・緑スポーツセンターにて開催され、白熱した
対戦が見られた。男女単複はともに「連覇の年」となった。

（左）宮嶋（右）小林ペア

肩を痛めていて思う通りのプレーができず、パートナーに助けられた。（宮嶋選手）
２人で力を合わせて、今できる最高のプレーをすることを心掛けた。（小林選手）

◇男子ダブルス決勝 宮嶋航太郎・小林晃（ジェイテクト）vs北林悠・市川和洋（ジェイテクト）
序盤から一気に連続ポイントを重ねた宮嶋・小林ペアが第１ゲームをものにした。第１ゲーム

北林・市川ペアが積極的にネットプレーで押し、序盤から差をつけ、第２ゲームを取った。第２ゲーム

インターバルまでは、平行ポイントが続き拮抗した展開であった。チェンジエンズ後は、北林・市川ペ
アの積極的なプレーがさえ、終盤５ポイント差がついた時には勝利を手に収めたかに思われたが、そこ
から宮嶋・小林ペアは驚異的な粘りで追いつき、そのまま逆転優勝をさらった。

ファイナル
ゲーム

よく知った相手との試合だったが、自分たちのプレーができたことが勝ちにつな
がった。東海総合で結果を残し、全日本総合に挑みたい。（井上選手）
2連覇できたことはうれしい。東海総合でも頑張りたい。（肥田木選手）

（左）井上（右）肥田木ペア

序盤はお互いに連続ポイントを許さず拮抗した展開であったが、中盤以降は杉山・園田ペアが攻めあぐ
ね、ミスが目立った。

第１ゲーム

長いラリーでも集中力を欠かさず、お互い引き離されることなく終盤までもつれた。打った後のカバー
が早く、空きスペースを作らないゲーム展開をした井上・肥田木ペアが終盤ポイントを重ね、逃げ切った。

第２ゲーム

◇女子ダブルス決勝 井上洸・肥田木あかり（東海興業）vs杉山利奈・園田絵里香（東海興業）

優　勝種  目 準優勝 ３　位
男子１部

男子２部
男子３部
Aゾーン
男子３部
Bゾーン
男子
初心者
男子
シニア

中西 泰基
井上 聖悟
西村 謙伸
松尾 知典
太田 拓朗
寸田 将也
大宮 遼斗
堀田 蒼馬
水谷 優希
古内 俊輔
大浦 直人
古田 圭三

小竹 剛生
舟田　暉
山下　幸大
祖父江健司
長谷川 凛
濱地 諒拓
山下 蒼空
古田 七響
鈴木 陽哉
大橋 俠太
中川　浩示
家寿多直樹

小倉 柾貴
裁　康将
生田 純也
長瀬 寿一
山口 真澄
山口 佳祐
百合本悠己
稲垣　拓斗
西川　寿貴
小出秀一朗
大里 芳宏
加藤 泰弘

横井 啓人
竹中 達郎
木村 真都
加藤　漣
川西 拓登
森　勇登
奥谷 和大
榊原 麻浩

優　勝種  目 準優勝 ３　位
混合１部

混合２部
混合３部
Aゾーン
混合３部
Bゾーン
混合
シニア

井田 彩実
丹羽 涼允
山崎 有菜
荒井 陽太
川島久美子
藤井　哲也
小椋志津子
安田　智詞
澤木美恵子
宮本　恵司

金丸あすみ
南　達哉
石原未知瑠
吉永　正樹
蒔田 晃子
川島 雅史
犬飼 久美
山森 雄太
栗林　直美
松本　博

山岸　泉希
岩瀬夢有人
門脇 那恵
門脇　全
牧井 尚子
牧井 宏司
林 紗耶加
舟橋 直宏
鈴木 春江
武藤 弘敏

高尾 愛美
花井　誠
河井 江美
織田 敏文
服部 弥生
浅野　守
山田 明美
雨奥 勝磨

優　勝種  目 準優勝 ３　位
女子１部

女子２部
女子３部
Aゾーン
女子３部
Bゾーン
女子初心者
Aゾーン
女子初心者
Bゾーン
女子
シニア

関口 柚香
瀬川 早紀
寺島 成美
小立 采音
小島 成美
岩佐 直美
柴田 依蕗
草野 佑季
池田 羽希
清水りるは
沢田 彩菜
鈴木 陽菜
松永　周子
竹内佳代子

小林 寿来
木村 真菜
重原 杏香
田中 夢乃
阿知波りさ
林　悠愛
新井 香奈
小川 真緒
田中 陽菜
水野 結衣
串田　雅
内木 咲那
吉田 五月
井上 明子

杉江紗矢香
脇田　乃幸
畑中 幸枝
今井 千明
石井 明子
上間 令子
管野　女依
長澤奈津希
黒崎 英里
今枝 美智
岩瀬 綾華
来　美咲
小池由紀子
齋藤　清美

片山 真理
山本 宏美
宮田 愛弓
柴田 知子
宮崎あんな
西 菜々子

田中 伸美
今枝 理恵

海老澤選手

前回王者の海老澤は、準決勝まで全試合11点以下のストレート勝ち。対する第２シードの峰は３回
戦以降、接戦をものにして勝ち上がってきた。第１ゲームは海老澤が21－11で貫録の試合運びをす
るも、第２ゲームは峰が15点を奪う粘りを見せた。しかし、やはり海老澤の安定感が勝り21－15の
ストレートで勝利を収めた。

◇女子シングルス決勝 海老澤 花（東海興業）vs 峰 郁美（はりーあっぷ）

◇男子シングルス決勝 野田 悠斗（ジェイテクト） vs藤原 圭祐 （ジェイテクト）

前年のベスト４が順当に勝ち残り、決勝は前年の準決勝と同じ対戦となった。
前回ストレート負けの雪辱を果たすべく、藤原が第１ゲームを21－16で奪うと、第２ゲームは前回王
者が意地を見せ21－18で取り返し、その勢いのままファイナルゲームを21－９で取り、逆転勝ちした。

優勝は嬉しいが、満足できる試合内容ではなかった。試合中に気持ちがぶれることが多いので、
心の鍛錬をしたい。次は東海総合で優勝し、今年こそ全日本総合に出場したい。

野田選手

冷静に自分らしいプレーができたと思う。次に繋がる大会なので、嬉しいというよりも（出場が決
定して）安心した気持ちの方が大きい。
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若葉カップ全国制覇‼　男子 西尾ジュニア　女子 はりーあっぷジュニア
第38回若葉カップ全国小学生バドミントン大会が、７月29日から８月１日に京都府長岡京市で開催
された。男女揃っての快挙だ！両チームから喜びいっぱいの報告が寄せられた。

クラブ創設から23年、２度目の全国出場で初優勝を手にしました。今年のチームはU13の６年生彦田を
中心に、上位学年とも互角以上に戦える玉城、角倉、山田の４年生３人を揃え、安定してシングルスでポ
イントを取れるメンバーで構成することができました。また、県予選で３年前の全国優勝チームのはりー
あっぷとの激戦を制し、チーム全員が全国でも上位入賞を狙えるという自信を持ったのも大きいです。
本戦では試合を重ねる毎にチームの結束力が強くなり、順調に勝ち進みました。決勝の相手は、準決勝
ではりーあっぷを３－０で倒した名門の岡垣ジュニア（福岡）です。ダブルスを２つ落とすとかなり厳し
いと思っていましたが、５年複の玉城、小島ペアがファイナルゲームで見事に勝利し、優勝を決めました。
大会期間中「勝ちたい気持ちが強いチームが必ず勝つ」と選手たちに話して
きました。今回の優勝は全員が有言実行した結果だと確信しています。来年
も「気持ちの強いチーム」で再びこの大舞台に立てる様に選手、保護者、監督、
コーチが一丸となって頑張っていきます！
応援ありがとうございました。 （西尾ジュニア　コーチ　岩野晃）

第35回大会の男子に続き、女子チームとして初の快挙となりました。出場した選手たちは、2020年３
月からコロナによる練習制限をまともに受けた世代です。不安を覚える日々が続きましたが、ランニン
グや、芝生上でのフットワークなど、できる事を練習として無心に取り組みました。また、周りのサポー
トもありがたく、特に全国的に大会開催が中止されている中、愛知県小学生連盟主催大会は開催いただ
いたことが、選手たちの成長に繋がったと思います。
チーム練習でも日頃から切磋琢磨している男子や、相手をしてくれる中学
生の影響も大きく、中口コーチの献身的な指導が、今回の躍進に繋がったの
は言うまでもありません。これまでお力添えいただいた全ての皆様にも感謝
申し上げます。 （はりーあっぷジュニア　監督　馬場直樹）

西尾ジュニア

はりーあっぷジュニア

（広報委員長　上枝　伸）

前回王者、第１シードの西野・井上ペアと、S/Jリーグ昇格で躍進の吉村・鈴木ペアの対戦。
第１ゲームから接戦で、吉村・鈴木ペアが21－18で勢いに乗ると、第２ゲームは西野・井上ペアが前回
王者の意地を見せ超接戦の戦いをしたが、吉村・鈴木ペアは勢いを止めず24－22と振り切り、ストレー
ト勝ちで初優勝を飾った。

大学時代の先輩後輩のため良い雰囲気ですべての試合を戦えた。初めてのペ
アなので、まだ修正点が多くある。次の大会に向け精進していく。（吉村選手）

◇混合ダブルス決勝 吉村徳仁・鈴木ゆうき（豊田通商） vs 西野勝志・井上洸（東海興業）

私たちバドミントンを愛好する者を取り巻く環境の変化についてお話をし
ます。これまでバドミントン競技を含む多くのスポーツ団体はボランティア
精神に支えられ組織運営をしてきましたが、一方でコンプライアンス意識が
徹底されず、法令順守よりも組織内の慣習や人間関係への配慮が優先される
など、ガバナンス（組織管理）確保がおざなりになってきた一面があります。

これを受け、平成30年12月にスポーツ庁は適切な組織運営を行う上での原則・規範として
スポーツ団体ガバナンスコードを策定し、また傘下の各スポーツ団体にその展開を図ってき
ました。これは単に不祥事事案の未然防止にとどまらず、スポーツの価値が最大限発揮され
るように適切なガバナンスの確保を図ることを目的としています。
（公財）日本バドミントン協会（以下日バ）は、スポーツ庁の意向を受け、他のスポーツ団体
同様にガバナンスコードを策定し、令和２年度に公表しています。詳細は日バのホームペー
ジを参照してください。ここに謳う考え方は愛知県協会、更には傘下の各団体の活動に繋が
るもので、私たちの日々の活動に大きく影響をしてきます。本会としてもこれまで以上にコ
ンプライアンス意識を高めつつ、規程等の整備、会員の皆様への周知活動等を図っていかな
ければならないと考えております。少し硬い内容になりましたが、大切なこととして受け止
めていただきたいと思います。

理事長通信 愛知県バドミントン協会
理事長　朝倉　康善

第41回全日本ジュニア大会（新人の部）県予選会

７月９日（土）名東スポーツセンターにおいて、小学６年生から、中学２年生までの県内トップクラス
の選手が集い、上位大会出場に向けて競い合いました。男女とも、初戦から激しい戦いが続きました。
男子シングルス決勝は、第１シードの渡邊風雅選手（名経大市邨中）が第２シード

の日比貴博選手（大里中）をストレートで破り優勝しました。準決勝敗者戦の勝者で
ある角倉陽太選手（西尾東部中）と日比選手との直接対戦がなかったため行われた２
位決定戦は、角倉選手が勝利しました。
女子シングルスは、小学６年生の樫尾雫玖選手（大里東ジュニア）が健闘しベスト

４に入るも、第１シードの松本紗季選手（富士松中）に敗れ、松本選手はそのまま決
勝で馬場こころ選手（有松中）に勝利し優勝しました。
結果を受けて、男子は渡邊選手、角倉選手と、U16ナショナルメンバーで日バ推薦の山脇弘奨選手（金

屋中）が、女子は松本選手と馬場選手が、９月に福岡県で行われる全日本ジュニアバドミントン選手権大
会へ出場する権利を得ました。全日本ジュニアでの活躍を期待します。（中小学校体育連盟部長　大島健太）

渡邊選手

松本選手

8月12日から14日、熊本県八代市で開催された。県勢は大奮闘。特に女子Aクラスは、優勝、準優勝、
３位独占の完全制覇だ。強い！

女子Aクラス優勝　樫尾雫玖（６年生）大里東ジュニア
本大会の決勝で同チーム６年生女子河村との決戦を制し、大里東ジュニア初
の全国大会・個人優勝を果たした。大会中、苦しい場面でも落ち着いたプレー
でしのぎ、成長を見せてくれた。本人曰く「これまでの練習を試合で実践」「ネッ
ト前プレイでどう点数をとるか考えた」などと、反復練習と考えて練習すること
が勝利に結びついたことを証明してくれた。今後の目標は、もちろん、「冬の全
国大会も優勝する」と力強くコメントした。（原文のまま）

（大里東ジュニア　代表　長束　康佑） 樫尾雫玖選手

第23回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会

男子Ｂクラス優勝　玉城春真（４年生）西尾ジュニア
恵まれた体格と精度の高いショットが武器。大人びた見た目とは裏腹に性格

は素直で小学生らしい。チームメンバーとも仲良く切磋琢磨し順調に成長を見
せる。昨年は１学年下ながらABC、全小に出場。経験も積み満を持して挑んだ
今回、決勝戦では相手の粘りと気迫に押されながらもなんとか我慢して勝ち切っ
た。今後の更なる成長を楽しみにしている。
 （西尾ジュニア　コーチ　岩野晃）

女子Cクラス優勝　宮下蒼夏（２年生）SGUジュニアバドミントンクラブ
人見知りで口数も少ないが、ひとたびコートに入ると別人。大きな声を出し

て力強いプレーをする。初めての全国大会出場で初戦は緊張で体が思うように
動かず、相手の上手いネットプレーで点を取られることが多かったが、練習し
てきたことを思い出し、持ち前の粘り強さと攻撃力で攻め切り、見事優勝まで
勝ち進んだ。手作りのチームメイトの応援も大きな力となったようだ。
この先も、たくさんの声援を元気に変え、諦めないでラリーを繋ぐ選手になっ

てほしい。 （SGUジュニアバドミントンクラブ　監督　山田ひとみ）

（左）吉村（右）鈴木ペア
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若葉カップ全国制覇‼　男子 西尾ジュニア　女子 はりーあっぷジュニア
第38回若葉カップ全国小学生バドミントン大会が、７月29日から８月１日に京都府長岡京市で開催
された。男女揃っての快挙だ！両チームから喜びいっぱいの報告が寄せられた。

クラブ創設から23年、２度目の全国出場で初優勝を手にしました。今年のチームはU13の６年生彦田を
中心に、上位学年とも互角以上に戦える玉城、角倉、山田の４年生３人を揃え、安定してシングルスでポ
イントを取れるメンバーで構成することができました。また、県予選で３年前の全国優勝チームのはりー
あっぷとの激戦を制し、チーム全員が全国でも上位入賞を狙えるという自信を持ったのも大きいです。
本戦では試合を重ねる毎にチームの結束力が強くなり、順調に勝ち進みました。決勝の相手は、準決勝
ではりーあっぷを３－０で倒した名門の岡垣ジュニア（福岡）です。ダブルスを２つ落とすとかなり厳し
いと思っていましたが、５年複の玉城、小島ペアがファイナルゲームで見事に勝利し、優勝を決めました。
大会期間中「勝ちたい気持ちが強いチームが必ず勝つ」と選手たちに話して

きました。今回の優勝は全員が有言実行した結果だと確信しています。来年
も「気持ちの強いチーム」で再びこの大舞台に立てる様に選手、保護者、監督、
コーチが一丸となって頑張っていきます！
応援ありがとうございました。 （西尾ジュニア　コーチ　岩野晃）

第35回大会の男子に続き、女子チームとして初の快挙となりました。出場した選手たちは、2020年３
月からコロナによる練習制限をまともに受けた世代です。不安を覚える日々が続きましたが、ランニン
グや、芝生上でのフットワークなど、できる事を練習として無心に取り組みました。また、周りのサポー
トもありがたく、特に全国的に大会開催が中止されている中、愛知県小学生連盟主催大会は開催いただ
いたことが、選手たちの成長に繋がったと思います。
チーム練習でも日頃から切磋琢磨している男子や、相手をしてくれる中学

生の影響も大きく、中口コーチの献身的な指導が、今回の躍進に繋がったの
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西尾ジュニア

はりーあっぷジュニア

（広報委員長　上枝　伸）

前回王者、第１シードの西野・井上ペアと、S/Jリーグ昇格で躍進の吉村・鈴木ペアの対戦。
第１ゲームから接戦で、吉村・鈴木ペアが21－18で勢いに乗ると、第２ゲームは西野・井上ペアが前回
王者の意地を見せ超接戦の戦いをしたが、吉村・鈴木ペアは勢いを止めず24－22と振り切り、ストレー
ト勝ちで初優勝を飾った。

大学時代の先輩後輩のため良い雰囲気ですべての試合を戦えた。初めてのペ
アなので、まだ修正点が多くある。次の大会に向け精進していく。（吉村選手）

◇混合ダブルス決勝 吉村徳仁・鈴木ゆうき（豊田通商） vs 西野勝志・井上洸（東海興業）

私たちバドミントンを愛好する者を取り巻く環境の変化についてお話をし
ます。これまでバドミントン競技を含む多くのスポーツ団体はボランティア
精神に支えられ組織運営をしてきましたが、一方でコンプライアンス意識が
徹底されず、法令順守よりも組織内の慣習や人間関係への配慮が優先される
など、ガバナンス（組織管理）確保がおざなりになってきた一面があります。

これを受け、平成30年12月にスポーツ庁は適切な組織運営を行う上での原則・規範として
スポーツ団体ガバナンスコードを策定し、また傘下の各スポーツ団体にその展開を図ってき
ました。これは単に不祥事事案の未然防止にとどまらず、スポーツの価値が最大限発揮され
るように適切なガバナンスの確保を図ることを目的としています。
（公財）日本バドミントン協会（以下日バ）は、スポーツ庁の意向を受け、他のスポーツ団体
同様にガバナンスコードを策定し、令和２年度に公表しています。詳細は日バのホームペー
ジを参照してください。ここに謳う考え方は愛知県協会、更には傘下の各団体の活動に繋が
るもので、私たちの日々の活動に大きく影響をしてきます。本会としてもこれまで以上にコ
ンプライアンス意識を高めつつ、規程等の整備、会員の皆様への周知活動等を図っていかな
ければならないと考えております。少し硬い内容になりましたが、大切なこととして受け止
めていただきたいと思います。

理事長通信 愛知県バドミントン協会
理事長　朝倉　康善

第41回全日本ジュニア大会（新人の部）県予選会

７月９日（土）名東スポーツセンターにおいて、小学６年生から、中学２年生までの県内トップクラス
の選手が集い、上位大会出場に向けて競い合いました。男女とも、初戦から激しい戦いが続きました。
男子シングルス決勝は、第１シードの渡邊風雅選手（名経大市邨中）が第２シード
の日比貴博選手（大里中）をストレートで破り優勝しました。準決勝敗者戦の勝者で
ある角倉陽太選手（西尾東部中）と日比選手との直接対戦がなかったため行われた２
位決定戦は、角倉選手が勝利しました。
女子シングルスは、小学６年生の樫尾雫玖選手（大里東ジュニア）が健闘しベスト
４に入るも、第１シードの松本紗季選手（富士松中）に敗れ、松本選手はそのまま決
勝で馬場こころ選手（有松中）に勝利し優勝しました。
結果を受けて、男子は渡邊選手、角倉選手と、U16ナショナルメンバーで日バ推薦の山脇弘奨選手（金
屋中）が、女子は松本選手と馬場選手が、９月に福岡県で行われる全日本ジュニアバドミントン選手権大
会へ出場する権利を得ました。全日本ジュニアでの活躍を期待します。（中小学校体育連盟部長　大島健太）

渡邊選手

松本選手

8月12日から14日、熊本県八代市で開催された。県勢は大奮闘。特に女子Aクラスは、優勝、準優勝、
３位独占の完全制覇だ。強い！

女子Aクラス優勝　樫尾雫玖（６年生）大里東ジュニア
本大会の決勝で同チーム６年生女子河村との決戦を制し、大里東ジュニア初

の全国大会・個人優勝を果たした。大会中、苦しい場面でも落ち着いたプレー
でしのぎ、成長を見せてくれた。本人曰く「これまでの練習を試合で実践」「ネッ
ト前プレイでどう点数をとるか考えた」などと、反復練習と考えて練習すること
が勝利に結びついたことを証明してくれた。今後の目標は、もちろん、「冬の全
国大会も優勝する」と力強くコメントした。（原文のまま）

（大里東ジュニア　代表　長束　康佑） 樫尾雫玖選手

第23回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会

男子Ｂクラス優勝　玉城春真（４年生）西尾ジュニア
恵まれた体格と精度の高いショットが武器。大人びた見た目とは裏腹に性格
は素直で小学生らしい。チームメンバーとも仲良く切磋琢磨し順調に成長を見
せる。昨年は１学年下ながらABC、全小に出場。経験も積み満を持して挑んだ
今回、決勝戦では相手の粘りと気迫に押されながらもなんとか我慢して勝ち切っ
た。今後の更なる成長を楽しみにしている。
 （西尾ジュニア　コーチ　岩野晃）

女子Cクラス優勝　宮下蒼夏（２年生）SGUジュニアバドミントンクラブ
人見知りで口数も少ないが、ひとたびコートに入ると別人。大きな声を出し
て力強いプレーをする。初めての全国大会出場で初戦は緊張で体が思うように
動かず、相手の上手いネットプレーで点を取られることが多かったが、練習し
てきたことを思い出し、持ち前の粘り強さと攻撃力で攻め切り、見事優勝まで
勝ち進んだ。手作りのチームメイトの応援も大きな力となったようだ。
この先も、たくさんの声援を元気に変え、諦めないでラリーを繋ぐ選手になっ
てほしい。 （SGUジュニアバドミントンクラブ　監督　山田ひとみ）

（左）吉村（右）鈴木ペア
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第10回全日本学生バドミントン　ミックスダブルス選手権大会

中部学生バドミントン連盟の主管で８月13日、14日に名古屋市守山SC
にて開催しました。
一昨年の第８回大会は中止、昨年の第９回大会は開催日程の変更とい
う状況で３年ぶりの開催です。今年度より関東、中部、関西地方の持ち
回りとなり、今年は中部地方から愛知県で開催されることになりました。
中部学連が主管となり大会運営を行うことが初めてであったため、これまで開催してきた関東学連、全
日本学連、その他各地区の学生連盟やバドミントン協会など、たくさんの協力を仰ぎながら準備し、大
会当日を迎えました。
日本バドミントン協会第１種大会であり、12月に開催される全日本総合選手権大会の出場権獲得も
狙って、全国各地から119ペアが集まり、熱戦が繰り広げられました。どの試合も点差が開かずファイ
ナルゲームも多く実力伯仲の接戦ばかり。その中を勝ち進んだのは、小川翔悟、宮澪里ペア（法政大学）。
ファーストゲームを取られても粘り強く諦めずに逆転勝利を目指すスタイルを貫いて優勝に輝きまし
た。詳細結果は、全日本学生連盟ＨＰをご覧ください。
参加選手が日頃の成果を十分に発揮し、円滑に大会を終了しました。皆さんのご協力に感謝いたしま

す。  （学生連盟　奥村大雅）

　左利きらしい柔らかいショットが特長の選手です。お姉さんの影響でバドミン
トンを始めました。始めた頃はシャトルが飛ばせず、よくスマッシュを打たれ、
自分の思うようにいかないとすぐに泣く子でした。
　小学３年生の時に４年生の山本実生選手とダブルスで全国大会へ出場し、４年
生の全国小学生バドミントン大会は開催されませんでしたが、代替大会でシング
ルス３位に入賞、５年生ではプレッシャーのかかる中５位と、期待以上の成績を
残してきました。コツコツと基礎練習に励み、苦手を克服しながら、新しいチャ
レンジに時間をかける練習が成果につながったと思います。

今年はU13ナショナルメンバーにも選ばれ自覚も出てきたようで、しっかり考えながら練習している
ところを見ると、心身ともに成長していると感じます。８月に行われた全国小学生ABCバドミントン
大会では、厳しい戦いを勝ち上がり３位という好成績を収めました。
今後の課題はスピードとパワー。これらを更に強化して、冬の全国大会でも高い目標を達成してほし
いです。今後に注目です！！　応援よろしくお願いします。

（石ヶ瀬スポーツ少年団　コーチ　太田恵次）

たか  だ      ま   ち

高田 万智 小学６年生（石ヶ瀬スポーツ少年団）

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。
東海さつきクラブ

クラブ創設は1975年。元々は新日鐵（現・日本製鉄）の
社員の奥さん達の練習の場として作られ、今年で創立47
年目を迎えます。主婦の健康と美容の維持、会員相互の
親睦とレベルアップを目的とし、爽やかなさつきの空の
下で美しく咲くさつきのごとく、美しく楽しいクラブで
ありたいとの願いを込め「さつきクラブ」と命名されまし
た。現在32名で活動しています。
新型コロナの影響を受け、練習がままならない日々が
続いておりました。何気ない日常も、スポーツにおいても平和で安心な暮らしの上で成り立つと
いうことを改めて考えさせられました。最近やっと少しずつ通常に戻りつつあります。再び練習
のできる場所や機会がある事に、そして何より共に活動する仲間の存在に大変感謝しています。
例年行われていた「忘年会」、チーム対抗でゲームをしたり、仮装などの出し物があったり、また
記念の年には皆で泊まりに行ったりした会員同志の交流も、再開できるその日を楽しみに待って
います。
先ずは練習。以前より練習時間が少なくなってしまい、限られた時間をどのように効率的に技
術向上や体力強化に使っていくのかが課題の一つです。試合に対してのモチベーションは各自様々
ですが、諸先輩から引き継いだ思いを大切にしつつ、今後も皆で高めあえて行きたいと思ってい
ます。

（東海さつきクラブ　理事　磯部美保）

試合風景

8月12日から14日、熊本県八代市で開催された。県勢は大奮闘。特に女子Aクラスは、優勝、準優勝、
３位独占の完全制覇だ。強い！

女子Aクラス優勝　樫尾雫玖（６年生）大里東ジュニア
本大会の決勝で同チーム６年生女子河村との決戦を制し、大里東ジュニア初
の全国大会・個人優勝を果たした。大会中、苦しい場面でも落ち着いたプレー
でしのぎ、成長を見せてくれた。本人曰く「これまでの練習を試合で実践」「ネッ
ト前プレイでどう点数をとるか考えた」などと、反復練習と考えて練習すること
が勝利に結びついたことを証明してくれた。今後の目標は、もちろん、「冬の全
国大会も優勝する」と力強くコメントした。（原文のまま）

（大里東ジュニア　代表　長束　康佑）

男子Ｂクラス優勝　玉城春真（４年生）西尾ジュニア
恵まれた体格と精度の高いショットが武器。大人びた見た目とは裏腹に性格

は素直で小学生らしい。チームメンバーとも仲良く切磋琢磨し順調に成長を見
せる。昨年は１学年下ながらABC、全小に出場。経験も積み満を持して挑んだ
今回、決勝戦では相手の粘りと気迫に押されながらもなんとか我慢して勝ち切っ
た。今後の更なる成長を楽しみにしている。
 （西尾ジュニア　コーチ　岩野晃）

女子Cクラス優勝　宮下蒼夏（２年生）SGUジュニアバドミントンクラブ
人見知りで口数も少ないが、ひとたびコートに入ると別人。大きな声を出し

て力強いプレーをする。初めての全国大会出場で初戦は緊張で体が思うように
動かず、相手の上手いネットプレーで点を取られることが多かったが、練習し
てきたことを思い出し、持ち前の粘り強さと攻撃力で攻め切り、見事優勝まで
勝ち進んだ。手作りのチームメイトの応援も大きな力となったようだ。
この先も、たくさんの声援を元気に変え、諦めないでラリーを繋ぐ選手になっ

てほしい。 （SGUジュニアバドミントンクラブ　監督　山田ひとみ）

玉城春真選手

宮下蒼夏選手
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ところを見ると、心身ともに成長していると感じます。８月に行われた全国小学生ABCバドミントン
大会では、厳しい戦いを勝ち上がり３位という好成績を収めました。
今後の課題はスピードとパワー。これらを更に強化して、冬の全国大会でも高い目標を達成してほし

いです。今後に注目です！！　応援よろしくお願いします。
（石ヶ瀬スポーツ少年団　コーチ　太田恵次）

たか  だ      ま   ち

高田 万智 小学６年生（石ヶ瀬スポーツ少年団）

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。
東海さつきクラブ

クラブ創設は1975年。元々は新日鐵（現・日本製鉄）の
社員の奥さん達の練習の場として作られ、今年で創立47
年目を迎えます。主婦の健康と美容の維持、会員相互の
親睦とレベルアップを目的とし、爽やかなさつきの空の
下で美しく咲くさつきのごとく、美しく楽しいクラブで
ありたいとの願いを込め「さつきクラブ」と命名されまし
た。現在32名で活動しています。
新型コロナの影響を受け、練習がままならない日々が

続いておりました。何気ない日常も、スポーツにおいても平和で安心な暮らしの上で成り立つと
いうことを改めて考えさせられました。最近やっと少しずつ通常に戻りつつあります。再び練習
のできる場所や機会がある事に、そして何より共に活動する仲間の存在に大変感謝しています。
例年行われていた「忘年会」、チーム対抗でゲームをしたり、仮装などの出し物があったり、また
記念の年には皆で泊まりに行ったりした会員同志の交流も、再開できるその日を楽しみに待って
います。
先ずは練習。以前より練習時間が少なくなってしまい、限られた時間をどのように効率的に技

術向上や体力強化に使っていくのかが課題の一つです。試合に対してのモチベーションは各自様々
ですが、諸先輩から引き継いだ思いを大切にしつつ、今後も皆で高めあえて行きたいと思ってい
ます。

（東海さつきクラブ　理事　磯部美保）

試合風景

8月12日から14日、熊本県八代市で開催された。県勢は大奮闘。特に女子Aクラスは、優勝、準優勝、
３位独占の完全制覇だ。強い！

女子Aクラス優勝　樫尾雫玖（６年生）大里東ジュニア
本大会の決勝で同チーム６年生女子河村との決戦を制し、大里東ジュニア初

の全国大会・個人優勝を果たした。大会中、苦しい場面でも落ち着いたプレー
でしのぎ、成長を見せてくれた。本人曰く「これまでの練習を試合で実践」「ネッ
ト前プレイでどう点数をとるか考えた」などと、反復練習と考えて練習すること
が勝利に結びついたことを証明してくれた。今後の目標は、もちろん、「冬の全
国大会も優勝する」と力強くコメントした。（原文のまま）

（大里東ジュニア　代表　長束　康佑）

男子Ｂクラス優勝　玉城春真（４年生）西尾ジュニア
恵まれた体格と精度の高いショットが武器。大人びた見た目とは裏腹に性格
は素直で小学生らしい。チームメンバーとも仲良く切磋琢磨し順調に成長を見
せる。昨年は１学年下ながらABC、全小に出場。経験も積み満を持して挑んだ
今回、決勝戦では相手の粘りと気迫に押されながらもなんとか我慢して勝ち切っ
た。今後の更なる成長を楽しみにしている。
 （西尾ジュニア　コーチ　岩野晃）

女子Cクラス優勝　宮下蒼夏（２年生）SGUジュニアバドミントンクラブ
人見知りで口数も少ないが、ひとたびコートに入ると別人。大きな声を出し
て力強いプレーをする。初めての全国大会出場で初戦は緊張で体が思うように
動かず、相手の上手いネットプレーで点を取られることが多かったが、練習し
てきたことを思い出し、持ち前の粘り強さと攻撃力で攻め切り、見事優勝まで
勝ち進んだ。手作りのチームメイトの応援も大きな力となったようだ。
この先も、たくさんの声援を元気に変え、諦めないでラリーを繋ぐ選手になっ
てほしい。 （SGUジュニアバドミントンクラブ　監督　山田ひとみ）

玉城春真選手

宮下蒼夏選手

－4－ －5－

06-7175-7116 06-6201-0741



中小学校体育連盟バドミントン部
第76回愛知県中学校総合体育大会がメディアス
体育館おおぶにて、７月30・31日（土・日）に開催
されました。各支部から勝ち上がった選手たちが、
東海大会・全国大会へ向けて競い合いました。団
体戦では上位２校、個人戦では３位までの選手が
東海大会へ進出します。この大会で３年生は引退
となることもあり、白熱した展開となりました。
団体戦では名経大市邨中が圧倒的な強さを見
せ、男女ともに優勝。女子団体では決勝で敗れた
大府北中と、順位決定戦で勝利した中部中との対
戦がなかったため、２位決定戦までもつれ込む混
戦となりましたが、２－０で大府北中が勝利し、
男女ともに名経大市邨中と大府北中が東海大会へ
の出場を決めました。
個人戦男子シングルスは、昨年と同じ対戦とな
りましたが、山脇選手が棄権し、長束選手が優勝。
ダブルスは名経大市邨中の選手が、ベスト４に３
組が残る活躍を見せました。
個人戦女子シングルスは第１シードの松本選手が１
ゲームも落とすことなく優勝。ダブルスの決勝戦は、
名経大市邨中どうしの対戦となりました。県大会を突
破した選手の皆さん、東海大会での活躍を期待します。
～追記～
８月８・９日の東海大会は、県勢の目覚ましい
活躍がありました。男女団体で名経大市邨中が優
勝。男子シングルスで長束選手、男子ダブルスで
樫尾・中村ペアが優勝。女子ダブルスはベスト４
を愛知が独占。阿保・慰稲垣ペアが優勝しました。
また、そのほかにも山脇選手、渡邊選手、鷲見・
北野ペア、小澤・冨田ペア、小林・小林ペアがそ
れぞれ３位以内に入賞し、全国大会出場を決めて
います。　　（中小学校体育連盟部長　大島健太）

実業団バドミントン連盟
◆全日本実業団大会の愛知県勢の奮闘
第72回全日本実業団大会が３年ぶりに大阪市において６月15日～ 19日の日程で開催され、県代表と

して出場した各チームはコロナ禍の中、健康管理に十分留意して大会に臨んだ。
男子11チーム、女子４チームが参戦。上位進出を目指して奮闘し、ベスト８に男子のジェイテクト、

ベスト16に男子で東海興業、大同特殊鋼、トヨタ自動車、女子で東海興業という結果を残した。
特筆すべきはベスト８に入ったジェイテクトで、第２シードのＮＴＴ東日本と準々決勝で対戦し、ダ

ブルスで小林晃・宮嶋航太郎組が勝利、シングルスで野田悠斗が昨年度全日本総合シングルス優勝者の
田中湧士に勝ち、最終シングルスまで持ち込んだが勝ちきれず、惜しくも２－３でベスト４進出はなら
なかったものの大健闘だった。
来年度は地元愛知県での開催が決まっており、各チームは戦力をさらにレベルアップし、今年度以上

の成績が残せるよう期待したい。
また、11月から始まるＳ/Ｊリーグにも多数の愛知県勢が参戦する予定でありファンをわくわくさせ

るような素晴らしい試合を見せてくれることも期待したい。 （実業団連盟　理事長　井上龍）

レディースバドミントン連盟
◆第40回全日本レディースバドミントン選手権大会
★クラブ対抗の部　岡崎フェニックス３位入賞
７月21日（木）～ 24日（日）北海道札幌市において、都道府県対抗33チーム、クラブ対抗45チームが参

加し、３年ぶりに開催されました。
都道府県対抗の部は、予選リーグ３試合を２勝１敗で２位通過。決勝トーナメントは初戦滋賀県に２

－０で、２回戦で第１シードの兵庫県に２－１で勝利し、勢いよく準々決勝大阪府戦に臨みましたが惜
しくも１－２で敗れ、ベスト８となりました。１日に４試合を戦い、体力、精神力の大切さを痛感しま
した。
クラブ対抗の部は、岡崎フェニックスと春日井の２チームが出場。両チーム揃って決勝トーナメント

進出しましたが、春日井は初戦シャトルフレンズ福岡に敗れました。岡崎フェニックスは、調布エレガ
ンスに２－１、大宮グレースに２－０と勝ち進みました。
何度劣勢になっても諦めず粘り強く戦い、最後は勝ち取るという岡崎フェ

ニックス伝統の力が抜群！このまま全国優勝も…とワクワクしましたが、
残念、準決勝で逗子なぎさに０－２で押し切られ、３位入賞となりました。
来年も上位入賞を目標とし日々練習あるのみです。

（レディース連盟理事長　柿澤和美）

連盟NEWS

岡崎フェニックス

教職員バドミントン連盟
◆第61回全日本教職員バドミントン選手権大会
【８月12日（金）～ 16日（火） 愛媛県松山市】
本県から25名が出場。
成 壮 年
男子団体
ハイパーエイジ
男子団体
30歳以上
男子複
40歳以上
男子単

60歳以上
男子複

65歳以上
男子単
30歳以上
女子単

総合成績

愛知県教職員選抜チーム
原　賢一・大塚政典・清水誠司・源口哲史・立松幹浩・杉崎雄一・永草雄太

愛知県教職員選抜チーム
鈴木和司・湯海　鵬・近藤祥夫・山口晋平・校條和久・佐藤雅史・荻野佳宏

立松幹浩・杉崎雄一
(東海高校・県立熱田高校)

源口哲史
(名古屋市立瀬古小学校)

近藤祥夫・山口晋平
(半田市立成岩小学校・県立半田農業高校)

大塚政典・校條和久
(県立豊橋東高校・春日井市教育委員会)

湯海　鵬
(愛知県立大学)

大塚由季
(県立みあい特別支援学校)

愛知県｛総合得点：97｝

第３位

準優勝

第３位

優　勝

第３位

第３位

優　勝

第３位

第４位

高等学校体育連盟バドミントン部
６月に東海総体が地元豊橋で開催されました。
男女それぞれ学校対抗戦の県予選上位３校が出場
し、岐阜・三重・静岡の代表校と熱戦を繰り広げ
ました。男女とも県予選１位の名経大市邨高校が
優勝、男子の岡崎城西が三重の１位校を破って３
位に入るなど活躍を見せました。
８月には全国総体が徳島県で開催されました。
学校対抗戦には男女とも３月の全国選抜でベスト
８の結果を残した名経大市邨高校が出場し、上位
への進出が期待されました。共に初戦の２回戦は
しっかりと勝ち切ることができましたが、３回戦
で男子は八代東高校に競り合いながらもあと１点
が取れず惜敗、女子は青森山田高校に負け、共に
ベスト16という結果となりました。コロナ感染が
拡大する中、健康管理に気をつかいながら練習を
積み重ね、大舞台に臨んだ選手、関係者の皆さん
お疲れさまでした。 （高体連　大村　悠介）
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(県立みあい特別支援学校)

愛知県｛総合得点：97｝

第３位

準優勝

第３位

優　勝

第３位

第３位

優　勝

第３位

第４位

高等学校体育連盟バドミントン部
６月に東海総体が地元豊橋で開催されました。

男女それぞれ学校対抗戦の県予選上位３校が出場
し、岐阜・三重・静岡の代表校と熱戦を繰り広げ
ました。男女とも県予選１位の名経大市邨高校が
優勝、男子の岡崎城西が三重の１位校を破って３
位に入るなど活躍を見せました。
８月には全国総体が徳島県で開催されました。

学校対抗戦には男女とも３月の全国選抜でベスト
８の結果を残した名経大市邨高校が出場し、上位
への進出が期待されました。共に初戦の２回戦は
しっかりと勝ち切ることができましたが、３回戦
で男子は八代東高校に競り合いながらもあと１点
が取れず惜敗、女子は青森山田高校に負け、共に
ベスト16という結果となりました。コロナ感染が
拡大する中、健康管理に気をつかいながら練習を
積み重ね、大舞台に臨んだ選手、関係者の皆さん
お疲れさまでした。 （高体連　大村　悠介）

－7－－6－



編集後記
治郎丸中学校の長束翔太選手が全国中学校大会

（青森県弘前市で開催）男子シングルスで３位入賞
と新聞記事で見つけました。同じく女子ダブルス
ベスト16に２ペア。おめでとう！
記事掲載の若葉カップやABC大会も然り。最
近のジュニアの活躍に目を見張るばかりです。
小学生連盟の立ち上げから、強化、指導委員会
との連携など四半世紀以上に亘って協会挙げての
支援を受けた「ジュニア選手の強化」がやっと実を
結び始めました。強い選手を継続的に育成し、国
体優勝者やオリンピック選手を輩出する協会最終
目標のゴールもいよいよ近い？…楽しみにしま
しょう！

（広報委員　山本真弓）

市町村だより

豊田市バドミントン協会
◆第48回市民バドミントン大会新人戦
７月17日（日）豊田市西部体育館で開催されまし

た。今年度から参加対象を小学生まで広げ、72ペア
総勢144人と多数の選手が参戦し大いに盛上りを見
せました。 各クラス優勝ペアは以下の通り。

一宮バドミントン協会
◆一宮市民夏季バドミントン大会
７月18日一宮市総合体育館にて開催しました。

参加者数238ペア。参加者の協力も得て コロナ対
策を行いながらの開催でしたが、直前の流行によ
り棄権ペアが多数あり、試合数の調整などを行い、
無事終了しました。

男子A優勝
塚田 豊・吉田祐基本
（シャトルまかせ）

男子B優勝
小畑竜之佑・鈴川勝太郎

（S.S）

小学生５.６年優勝
石田 希羽・芦田 咲月

（日進Jr）

女子A優勝
松島花奈・豊島思歩

（日進Jr）

女子B優勝
中尾心春・内山莉緒

（S.S）

小学生４年以下優勝
船崎れいな・守田遥香

（美里Jr）

〒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

第5回 「シャトルの交換」 池上 信之

審 判 連 載

公認審判員規程第 5条 13 項シャトルの交換
（１）マッチ中のシャトルの交換は不公平で
あってはならない。主審がシャトルの交換が
必要かどうかを決定するとあります。交換の
時は必ず主審の許可を得てください。また、
競技規則第 2 条シャトルについて第 2 項天然
の羽根をつけたシャトルは（１）16 枚の羽根
を台（コルク）に取り付けたものとする。（６）
シャトルの重さは 4.74ｇから 5.50ｇとする（約
5ｇ）と記載があります。
高校生など学生の選手は羽根の枚数が足り

なかったり、折れたりしたシャトルなど（交
換が必要と思われるシャトル）を使い続ける
場合があります。選手から交換の申し出がな
くても、競技規則に合っていないシャトルと
判断した場合は、主審自らシャトル交換を促
しましょう。反対に選手からシャトル交換を
要請されても、主審が交換する必要がないと
判断した場合は交換する必要はありません。
この点もご注意ください。

ルールブック講座 

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

第74回愛知県総合バドミントン選手権大会
６月５日から７月９日に亘り、名東スポーツセンター・緑スポーツセンターにて開催され、白熱した
対戦が見られた。男女単複はともに「連覇の年」となった。

（左）宮嶋（右）小林ペア

肩を痛めていて思う通りのプレーができず、パートナーに助けられた。（宮嶋選手）
２人で力を合わせて、今できる最高のプレーをすることを心掛けた。（小林選手）

◇男子ダブルス決勝 宮嶋航太郎・小林晃（ジェイテクト）vs北林悠・市川和洋（ジェイテクト）
序盤から一気に連続ポイントを重ねた宮嶋・小林ペアが第１ゲームをものにした。第１ゲーム

北林・市川ペアが積極的にネットプレーで押し、序盤から差をつけ、第２ゲームを取った。第２ゲーム

インターバルまでは、平行ポイントが続き拮抗した展開であった。チェンジエンズ後は、北林・市川ペ
アの積極的なプレーがさえ、終盤５ポイント差がついた時には勝利を手に収めたかに思われたが、そこ
から宮嶋・小林ペアは驚異的な粘りで追いつき、そのまま逆転優勝をさらった。

ファイナル
ゲーム

よく知った相手との試合だったが、自分たちのプレーができたことが勝ちにつな
がった。東海総合で結果を残し、全日本総合に挑みたい。（井上選手）
2連覇できたことはうれしい。東海総合でも頑張りたい。（肥田木選手）

（左）井上（右）肥田木ペア

序盤はお互いに連続ポイントを許さず拮抗した展開であったが、中盤以降は杉山・園田ペアが攻めあぐ
ね、ミスが目立った。

第１ゲーム

長いラリーでも集中力を欠かさず、お互い引き離されることなく終盤までもつれた。打った後のカバー
が早く、空きスペースを作らないゲーム展開をした井上・肥田木ペアが終盤ポイントを重ね、逃げ切った。

第２ゲーム

◇女子ダブルス決勝 井上洸・肥田木あかり（東海興業）vs杉山利奈・園田絵里香（東海興業）

優　勝種  目 準優勝 ３　位
男子１部

男子２部
男子３部
Aゾーン
男子３部
Bゾーン
男子
初心者
男子
シニア

中西 泰基
井上 聖悟
西村 謙伸
松尾 知典
太田 拓朗
寸田 将也
大宮 遼斗
堀田 蒼馬
水谷 優希
古内 俊輔
大浦 直人
古田 圭三

小竹 剛生
舟田　暉
山下　幸大
祖父江健司
長谷川 凛
濱地 諒拓
山下 蒼空
古田 七響
鈴木 陽哉
大橋 俠太
中川　浩示
家寿多直樹

小倉 柾貴
裁　康将
生田 純也
長瀬 寿一
山口 真澄
山口 佳祐
百合本悠己
稲垣　拓斗
西川　寿貴
小出秀一朗
大里 芳宏
加藤 泰弘

横井 啓人
竹中 達郎
木村 真都
加藤　漣
川西 拓登
森　勇登
奥谷 和大
榊原 麻浩

優　勝種  目 準優勝 ３　位
混合１部

混合２部
混合３部
Aゾーン
混合３部
Bゾーン
混合
シニア

井田 彩実
丹羽 涼允
山崎 有菜
荒井 陽太
川島久美子
藤井　哲也
小椋志津子
安田　智詞
澤木美恵子
宮本　恵司

金丸あすみ
南　達哉
石原未知瑠
吉永　正樹
蒔田 晃子
川島 雅史
犬飼 久美
山森 雄太
栗林　直美
松本　博

山岸　泉希
岩瀬夢有人
門脇 那恵
門脇　全
牧井 尚子
牧井 宏司
林 紗耶加
舟橋 直宏
鈴木 春江
武藤 弘敏

高尾 愛美
花井　誠
河井 江美
織田 敏文
服部 弥生
浅野　守
山田 明美
雨奥 勝磨

優　勝種  目 準優勝 ３　位
女子１部

女子２部
女子３部
Aゾーン
女子３部
Bゾーン
女子初心者
Aゾーン
女子初心者
Bゾーン
女子
シニア

関口 柚香
瀬川 早紀
寺島 成美
小立 采音
小島 成美
岩佐 直美
柴田 依蕗
草野 佑季
池田 羽希
清水りるは
沢田 彩菜
鈴木 陽菜
松永　周子
竹内佳代子

小林 寿来
木村 真菜
重原 杏香
田中 夢乃
阿知波りさ
林　悠愛
新井 香奈
小川 真緒
田中 陽菜
水野 結衣
串田　雅
内木 咲那
吉田 五月
井上 明子

杉江紗矢香
脇田　乃幸
畑中 幸枝
今井 千明
石井 明子
上間 令子
管野　女依
長澤奈津希
黒崎 英里
今枝 美智
岩瀬 綾華
来　美咲
小池由紀子
齋藤　清美

片山 真理
山本 宏美
宮田 愛弓
柴田 知子
宮崎あんな
西 菜々子

田中 伸美
今枝 理恵

海老澤選手

前回王者の海老澤は、準決勝まで全試合11点以下のストレート勝ち。対する第２シードの峰は３回
戦以降、接戦をものにして勝ち上がってきた。第１ゲームは海老澤が21－11で貫録の試合運びをす
るも、第２ゲームは峰が15点を奪う粘りを見せた。しかし、やはり海老澤の安定感が勝り21－15の
ストレートで勝利を収めた。

◇女子シングルス決勝 海老澤 花（東海興業）vs 峰 郁美（はりーあっぷ）

◇男子シングルス決勝 野田 悠斗（ジェイテクト） vs藤原 圭祐 （ジェイテクト）

前年のベスト４が順当に勝ち残り、決勝は前年の準決勝と同じ対戦となった。
前回ストレート負けの雪辱を果たすべく、藤原が第１ゲームを21－16で奪うと、第２ゲームは前回王
者が意地を見せ21－18で取り返し、その勢いのままファイナルゲームを21－９で取り、逆転勝ちした。

優勝は嬉しいが、満足できる試合内容ではなかった。試合中に気持ちがぶれることが多いので、
心の鍛錬をしたい。次は東海総合で優勝し、今年こそ全日本総合に出場したい。

野田選手

冷静に自分らしいプレーができたと思う。次に繋がる大会なので、嬉しいというよりも（出場が決
定して）安心した気持ちの方が大きい。

－1－－8－

令和4年10月　発行者／愛知県バドミントン協会　編集者／広報委員会
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