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平成29年３月19日

委員長

大山

孝光

日か

年度から本格的に業務を開始し

市、

会場においての大

め、県内関係者のご協力が必要 不可欠です。

特に、今大会は

4

チーム増加することとなり、審判員ほか

とともに、多方面でご支援賜りますようよろ

地元選手への熱い声援をお願いいたします

要となる大会です。

競技役員が期間中延べ、７，００ ０名近く必

が

会となるうえ、今大会から、学校対抗戦出場

3

会
協

印刷 寒河江印刷株式会社

http://www.badminton-yamagata.net －大会日程等はこちらでご覧になれます―
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総体
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 開催に向けて
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皆様すでにご承知の通り、本年７月

設置され、

さて、開催３市にはそれぞれ実行委員会が

戦いが期待されます。

巣立っていきました。今大会も高いレベルの

の国内トップ選手も、このインターハイから

目指す大会となりますが、今をときめく多く

プレーヤーが真夏の過酷な条件の中で頂点を

よいよ本番まで数か月となりました。高校生

年ほど前から準備を進めて参りましたが、い

鶴岡市、尾花沢市を会場に開催されます。５

校総合体育大会バドミントン競技が新庄市、

の若い力」のスローガンのもと、全国高等学

ら５日間にわたり、「繋がる絆魅 せよう僕ら

３０

ております。多くの選手たちを受け入れるた

２８

しくお願い申し上げます。
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東北総体男子40代優勝
神保一寿選手
五十嵐優選手
ナショナルチームＡ代表
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東北総体男子３０代優勝
遠藤保樹選手

大会を
 振り返って
回 希望郷いわて国体結果報告

平成 年 月２日（日）～５日（水）
北上運動公園北上総合体育館
１０

第
期日
会場
２８

【成年男子】
参加選手
澁谷 勇希（明治大学）
齋藤 大慎（日本体育大学）
田中 貴志（㈱でん六）
１回戦
山形県 ２ ― １ 香川県
複 齋藤・渋谷（２ ― ０）池内・木場
単 田中（０ ― ２）猪熊
単 澁谷（２ ― ０）木場
２回戦
山形県 ０ ― ２ 富山県
複 齋藤・田中（０ ― ２）常山・下農
単 澁谷（０ ― ２）山口
国体東北ブロック大会では全勝で国体出場を決め
好調のまま本大会に臨む予定でしたが、単複のエー
ス五十嵐優選手が海外遠征のため出場できず、エー
ス抜きでの戦いとなりました。初戦となった対香川
戦、東日本学生大会で複準優勝の齋藤選手の前衛の
捌きと後衛からの澁谷選手の攻撃がかみ合い、競り
ながらも勝利しました。第一単の田中選手は惜敗し
たものの、第二単の澁谷選手が貫録を見せ危なげな
く勝利し、無事に１回戦を突破しました。２回戦の
相手は富山県、単複とも見せ場はあったものの、終
盤での失点が響き残念ながら敗退しました。

この大会では２回戦で敗れたものの、富山県が優
勝、東北ブロック大会で勝利している宮城県が準優
勝と、山形県の実力はベスト８以上も狙えるところ
まできていると思います。来年以降、更なる飛躍を
するべく選手一同切磋琢磨して頑張っていきたいと
思いますので、引き続きご支援宜しくお願い致しま
す。最後になりますが、県内各所よりたくさん応援
していただいた皆様、また会場まで足を運んで応援
していただいた皆様、選手の大きな力となりました。
心より感謝申し上げます。
（成年男子監督 青柳壯彦）


（少年女子監督

丸山勝美）

【少年女子】
参加選手
岡田 梓沙（山形城北高校）
村山 可純（山形城北高校）
牧
優花（鶴岡北高校）
１回戦
山形県 ０ ― ２ 香川県
複 村山・岡田（１ ― ２）新井田・吉川
単 牧（０ ― ２）吉川
相手は香川県。選手は、Ｕー メンバーと全国大
会上位に入る選手のチームでした。ダブルスでは１
ゲーム目はさすがに浮き足立ってしまいましたが２
ゲーム目は落ち着き、いつものプレーが出来、この
ゲームを取ることが出来ました。３ゲーム目は序盤
から競り合いましたが、僅差で敗れてしまいました。
シングルスは、いいラリーやエースショットはあっ
たのですが、大きい大会での経験不足から最後まで
追いつめることはできませんでした。南東北地元Ｉ
Ｈに向けていい経験になったと思います。また、ダ
ブルスの二人は、大学に進学後もバドミントンを続
けるとのことなので、この経験を生かし活躍を期待
したいと思います。
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７１

第 回 日本バドミントン
 ジュニアグランプリ２０１６

平成 年 月 日（金）～ 日（日）
宮城県仙台市カメイアリーナ仙台・仙台市宮
城野体育館

28

11

25

27

【男子】
監督 神保一寿 コーチ 遠藤保樹
選手
小学生 大場 世嵐（山口）
難波 魁凌（致道）
中学生 門脇
令（鶴岡一中）
島貫 陽仁（山形十中）
赤松大壱吉（天童二中）
高校生 赤木 優佑（米沢工業）
牛澤 晃太（山本学園）
近藤 直希（山本学園）
今年もフリー抽選の結果、富
山県と山口県とのリーグになり
ました。
第１試合、山口県。小学生シングルス大場がファ
イナルゲームの接戦で敗れ、中学生シングルスの門
脇がファイナルゲームで勝利し、高校生シングルス
赤木が勝利して、中学生ダブルスの島貫・赤松ペア
が敗れ苦しい展開でしたが、最後の高校生ダブルス
牛澤・近藤が接戦の末勝利して、見事山口県に勝利
しました。
第２試合、富山県。小学生から高校生まで全国トッ
プの選手がおり、レベルの高い選手との対戦となり
ました。
小学生シングルスの難波のスタートがよく波がき
ていたのですが、すべての試合で敗れてしまい、予
選リーグ敗退となりました。
今 大 会 を 通 し、 私 と 遠 藤 は ど ん な に 点 差 を 広 げ

期日
会場
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られても、プラス発言で選手達をサポートしあい、
「チーム山形」として良い経験が出来、次のステッ
プにつながった大会だと感じました。
大会でのいろいろな方からの応援ありがとうござ
いました。 
（男子監督 神保一寿）
【女子】
監督 杉山慶太 コーチ 高橋俊満
選手
小学生 山川歩乃果（南部シャトル）
小野 輝莉（鶴岡ＪＢＣ）
中学生 鈴木 育実（鶴岡五中）
土門 海音（立川中）
志田 真倖（立川中）
高校生 小関 杏奈（山本学園）
小関 萌花（山本学園）
長塚 葵衣（山形西高）
試合は宮崎、福岡との対戦となりました。第１試
合の宮崎戦は競り合いになりましたが、選手一丸と
なり勝利することができました。福岡戦は実力の差
を見せつけられた結果とな
りました。特に福岡との対戦
で は、 強 豪 校 と の 対 戦 を 通
じ、選手たちは改めて全国と
の差を「体感」したと思いま
す。私たちがいる東北ブロッ
クは中高は特に強豪校だら
けです。その選手たちに追い
つき、追い越せるように、指
導者、選手一丸となり、チー
ム山形で知恵を出し合い、謙
虚に頑張っていけたら良い
と思います。最後に、山形県
関係各位の皆様に深く御礼
申し上げます。
（女子監督 杉山慶太）


平成

回東北総合

佐藤美代子

年８月

日 ま で、 青

東北選手権

副理事長・女子監督

平成

日～

森県黒石市スポカ
ルイン黒石におい
回東北総合体育大会が開催

国体ブロック予選

年度 第

体•••••
育大会を振り返って
•••••

て、第

され熱戦が繰り広げられました。
国体東北ブロック予選では、成年
男子２／６を競ってＡブロックで強
豪宮城を破り、１位通過して代表を
獲得しました。少年女子のフリー出
場と合わせて２種目本戦に臨めるこ
とになりました。日本代表Ａチーム
に選出された五十嵐優選手の実力は
群を抜いており、同じ山形の選手と
歳以上男子

してとても誇らしく思えました。
東北選手権の部は、

単優勝から３位まで遠藤、伊藤、今
歳以上男子単の神保も２

野と山形が独占し、快挙を成し遂げ
ました。

連覇を果たしました。
こうして遠く離れた青森で開催さ
れている最中、前理事長の米山正和
氏の訃報が届き、東北各県の役員選
手に衝撃がはしり、一生忘れられな
い大会となりました。ご冥福をお祈
りいたします。
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伊藤選手

男子30代単2位

今野選手

男子30代単３位

２８

３０

澁谷選手

五十嵐選手・青柳監督・齋藤選手

強豪宮城からの勝利

１８

43

２１

２８

４３
４０

高校生の強化について
平成29年度に山形県を会場に開催される南東北インターハイに向け、各地区においても、特色
ある高校生強化の取組みが行われています。強化担当役員の皆さんからその取り組みについて寄
稿いただきました。

強化委員長

早

坂

隆

山形地区協会の高校生の強化について


米山杯

地区新人戦

高校生の強化に各種大会での実戦は欠かせません。山
形地区では、インターハイ地区予選、国体地区予選、村
山地区リーグ戦、新人戦、米山杯、総合運動公園で行わ
れるＪＯＣ全日本ジュニア選手権県予選など多くの実戦
の場が高体連バドミントン部会の先生方のご尽力により
作り出されています。山形地区には山形市のみならず、
天童市・寒河江市・上山市など数多くの高校があります。
学期制も２学期制や３学期制など様々です。また、各高
校とも学業関連行事をはじめとする学校行事なども多岐
に渡っており、地区の高校生の強化練習の場も各高校の
部活動が中心です。山形地区協会としては、地区新人戦
の上位校に、シャトル支援を行い、協会の強化部所属の
指導者を中心に部活動での強化指導を行っています。
今年の山形インターハイには、山形地区からも出場す
る選手が多くなることを願っています。

山形

強化部長

高

橋

俊

満

新庄地区の高校生の強化対策について



「インターハイが新庄で
開催される」それを初めて
聞いた時は驚きと同時に
様々な不安が頭をよぎりま
し た。「 地 元 開 催 な ら ば 地
元の高校生を出場させなけ
れば」そう考えていました。
しかしそれは大人のエゴ
だ っ た の か も し れ ま せ ん。
定期的に行っている強化練
習会や高校の練習に参加し
た時などの選手達の表情を
見て感じました。厳しい練
習を日々こなしている理由
は皆同じであり、地元開催
だからということは関係な
く、常に目指しているもの
は変わりません。我々協会
スタッフがしてあげられる
ことは少なく微
力かもしれませ
んが、頂点を目
指し、日々切磋
琢磨している選
手達を引き続き
全力でサポート
し、ともに戦い
たいと思います。

新庄

4
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ユキエ

来年度のＩＨでの活躍を願って
木
強化部長

上

林

鶴岡地区の高校強化


英

樹

酒田

理事長

ひとつぶだね



伊

原

淳

かつては酒田地区にも複数校にあったバドミ
ントン部も今や唯一。高校の部活のみならず社
会人の競技人口も少ない酒田は、地区の中高生
に可能な限り大会出場の門戸を開いてきました。
そのせいか、顧問だけでなく生徒との距離も近
づきました。強化に役立っているかは自信を持
てません。が、今年度国体予選会において少年
女子ダブルスで初戦突破できたのは嬉しい限り
です。
今年度、公立高校の生徒でバドミントンを始
めた生徒がいます。当然部活結成には至ってい
ませんが、地区の大会で手合わせする中でお互
いを意識する
行動が垣間見
えてきました。
地区協会とし
て学校を超え
て仲良く、時
には１ゲーム、
目の前のラ
リーにこだわ
り高め合える、
そんな場を一
つでも多く提
供できるよう
取り組んでい
きたいと思い
ます。

バドミントン山形 第52号
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鶴岡地区では、高校生・社会人を対象にした
鶴岡バド ミントンクラブ「ユー ス」を週 回、
月～ 月までは週 回行っています。トレー
ニング・応用練習・試合まで社会人と一緒に行
うので、実力が上の人達と常に緊張感をもって
練習に取り組むことができています。練習後は
社会人からアドバイスをもらい、次の練習の課
題として各学校へ持ち帰り、練習に取り組んで
います。全国へ行くと、ミスで相手に点数をあ
げてしまう場面が多々見られます。そこを改善
するために、冬季間はトレーニング・基本練習
を重点的に行っています。６月の県予選を一人
でも多く突破して、インターハイでは一つでも
上に行けるように、残された時間の中頑張って
いきます。
1

高体連委員会委員長
（九里学園高等学校）

置賜地区の高校生は恵まれています。なぜな
ら、毎年、米沢協会の強化委員の方々に強化練
習会を開いていただきお世話になっているから
です。この場をお借りして感謝申し上げます。
強化練習会では、強化委員長の長谷川圭太氏
をはじめとする社会人の方と試合をしていただ
いたり、練習相手になってもらったりして、レ
ベルアップや試合前の実践練習を積ませていた
だいています。現在、置賜地区は、どの高校も
初心者の割合が多く、部員だけでのレベルアッ
プを図ることが少し難しい状態なので、強化委
員の方々に相手をしてもらうことが大変勉強に
なっています。
先日は、米沢工業
高校を会場に、小学
生・中学生も交えて
練習会を開いていた
だきました。敬和学
園大学の松浦進二先
生と大学生３人が来
てくださり、熱い指
導を受け、辛くも楽
しい練習と試合がで
き、部員はもちろん
私達指導者もとても
意識が高くなりまし
た。このような経験
を通して、来る南東
北インターハイ出場、
入賞を目指して頑
張っていきます。
2

鶴岡
11

米沢

１月１４・１５日強化練習会 敬和学園大学松浦先生をお迎えして 米沢工業高校にて

メッセージ

from 五十嵐優 選手

東京五輪を3年後に控え、2017年日本バドミントン協会ナショナルＡ代表に選
出され、全日本学生選手権の単優勝や全日本総合ベスト８など、飛躍の年となっ
た2016年を振り返るとともに、今後に向けての抱負を寄せていただきました。

Ａ代表としての新たなる挑戦
2016年は僕のバドミントン人生において大きなターニングポイントに
なりました。初の日本代表や初のタイトルなどいい事がある一方、初め
ての海外転戦でまったく勝てず辛く苦し
い思いもする一年にもなりました。そん
な中、全日本総合はベスト8に終わってしまいましたが、なんとか目標で
あったA代表に入れてもらう事ができました。
今年はA代表として勝たなければならない使命がありますし、海外での
タイトル獲得など、勝つことを目標にして頑張りたいと思います。この先
大きな壁にぶつかる事が何度もあるかもしれません。でも今自分がこの場
所に立てたことにしっかりと感謝し、乗り越えていきたいと思います。道
のりは長いですが、チャンスは2度も3度も巡ってきません。最後まで諦
めずに夢への階段を一歩一歩駆け上がっていきたいと思います。これから
も応援よろしくお願いします。



五十嵐

優

平成２９年１月７日（土） 県体育館にて

まりない時があるのですが、奥原選手はどこまでも粘り続け
て拾ったりするので、そういうところにすごく憧れます。
Ｑ：２０１６ナショナルチームに入ってみての感想を教えてください。
心：ジュニアだと結構楽しい感じなのですが、ナショナルチーム
では雰囲気がピシッとしています。礼などもすごくピシっと
していて、とても緊張します。
Ｑ：
昨
年のインタビューの時には、強いスマッシュを受けるレ
２０１６年 ジ ュ ニ ア ナ シ ョ ナ ル チ ー ム（U１３）
シーブ力を上げるというような目標があったと思いますが、
に選出され、全国小学生大会でベスト８入り
そのあたりはいかがですか？
し、活躍した遠藤心夏選手にお聞きしました。
心：中学生や、姉が休みの日にジュニアに来てくれて、２対１で
Ｑ：今回の全国小学生大会で、何か印象に残っていることはあり
スマッシュのレシーブとかを一杯教えてもらって、レシーブ
ますか。
は結構得意になりました。
心：準々決勝ファイナルは、１８対１３位で自分が負けていたのですが、 Ｑ：ご家族も、とても協力してくれているのですよね。
そこから一気に自分が１８まで追い上げることが出来て、
良い流
心：父は、バドミントンはしていなかったのですが、試合や練習
れになりました。
でも、
残りの３点は、
自分が早く決めたいと思
を見て、だめなところはだめ、といろいろ教えてくれます。
い、
急いで打って、
それがアウトやネットになったりして、
一気
母もアドバイスしてくれます。一番努力してくれている両親
に３点取られてしまいました。
その３点がすごい後悔でした。
のアドバイスを、もっとちゃ
Ｑ：大会の後、自分でもっと直したい、強くなりたいと、意識し
んと聞けるようになれたらと
たところはありましたか。
思います。
心：自分の得意な攻撃は、スマッシュ等、全部上から打つショッ
Ｑ：これからも怪我のないように
トなのですが、その後の攻撃がちょっと弱いので、打ったあ
活躍してほしいと思います。
とに相手のどこに打つかとか、そういうのを考えて練習する
がんばってください。
ようにしています。
 次のステージに向けてチャレン
Ｑ：目標にしている選手はいますか。
ジを続ける遠藤選手を、これからも応援したいと思います。
心：奥原希望選手です。自分は結構、単調になったり、粘りがあ

（広報副委員長 金子記）

遠藤心夏選手
インタビュー

バドミントン山形 第52号
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平成

年２月
２9

日（土） 山形県体育館

回 山形県小学生バドミントンシングルス大会

２2

煌永

優寿

（奥羽ＪＢＣ）

（立川）

「相手がいないところに打
つ こ と と、 遠 く に 飛 ば す
こと」

上野

瞳輝

（致道）

「スマッシュを速く打つこと」

難波

心

（米沢南部）

「フットワークや新しい技を
試合で も出せるようにする
こと」

高橋

太一

（ふじかげ）

「スマッシュをねらったと
ころに打つこと」

石沢

恵実

（ふじかげ）

「相手を動かすために早く
シャトルにさわること」

山川

「クリアをもっと飛ばすこ
とやカットのミスを減らす
こと」

佐藤

愛翔

6

今田

大場

美優

（大山）

（愛宕ディオ）

（奥羽ＪＢＣ）

玲奈（ 南部シャトル）

（山口）

「オールロングやオール
ショートなどのパターン練
習」

世嵐

「 ラ リ ー を 続 け な が ら、 ス
マッシュやクロスショート
を多く打ち続けること」

伊藤

「 ヘアピンを もっとねらった
ところに打つこと」

竜大

「 ヘアピンをもっとネット
近くぎりぎりに落とすこと」

榎本

「スマッシュをもっと速く
打つこと」

男子

女子

男子

金田

月４日山形県体育館にて、今年度の小学生大会の最後を締めくくる、県小学
生シングルス大会が行われました。 年生にとっては、小学生として出場する最
後の大会でもあります。比較的暖かい天候の中、 年生から 年生まで、コート
の中で熱い戦いが繰り広げられました。
優勝した皆さんに、「この１年間練習で、
特にがんばったこと」
を聞いてみました。

第

４

6

1

山形県バドミントン協会の
•••••••••
強化の取組について

•••••••••
強化委員長 遠藤 保樹
•••••••••

山形県バドミントン協会強化指定選手

男子

女子

男子

のこと、土台となるジュニア期におい
て、小学生連盟を初め、地元指導者や
関係者のご尽力の賜物と改めて御礼申
し上げます。また、五十嵐選手につい
ては、東京オリンピック出場の可能性
も広がり、今後の益々の活躍に期待せ
ざるを得ません。
年度も強化指定選手の練習会な
ど、例年同様の強化事業を実施して参
りました。今後も各強化スタッフと連
携を密にし、情報の共有を図り、強化
事 業 の 継 続、 刷 新 等 を 協 議 し な が ら、
「アスリートファースト」の精神で事
業を実施していきたいと思います。

６年
６年
６年
５年

１年生


山川歩乃果（ 南部シャトル）

江波記）

「 ラ リ ー を た く さ ん し て、
相手をくずすこと」

（広報副委員長

バドミントン山形 第52号
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山口バド
致道バド
大山バド
奥羽JBC

女子

男子

女子

２年
２年
２年
２年
１年
１年
１年
１年
１年

４年生

５年生

６年生

６年
６年
６年

天童二中
鶴岡四中
長井北中
萩野学園
鶴岡一中
天童二中
天童二中
山形十中
明 倫 中

女子

男子

女子

上山ジュニア
南部シャトル
鶴岡JBC

２８

２年
２年
２年
２年
２年
２年
１年
１年
１年
１年
１年

A
鶴岡五中
鶴岡三中
長井南中
長井南中
鶴岡一中
鶴岡一中
立 川 中
天童一中
日 新 中
米沢二中
米沢二中

２８

２年
２年
２年
２年
２年
１年
１年
１年
２年
２年
２年
２年
１年
１年
１年
１年

高校生
牛澤 晃太
近藤 直希
佐藤 総飛
高橋 宏介
赤木 優佑
安達 大眞
佐藤 輝樹
遠藤
黎
中学生
赤松大壱吉
三浦 瑠馬
伊藤 楓也
中川 楓磨
門脇
令
赤松大壱雅
大林 大河
島貫 陽仁
山科 陽翔
小学生
大場 世嵐
難波 魁凌
佐藤 直紀
今田 竜大

山本学園
山本学園
鶴岡工業
鶴岡工業
米沢工業
鶴岡工業
鶴岡工業
米沢工業

高校生
牧
優花
鈴木 野々
長塚 葵衣
花輪 祥子
名村
怜
青柳 朱音
吉田 有希
大沼友里愛
中学生
鈴木 育実
土門 海音
加藤 綾菜
梅津 茉那
石塚 夏実
富樫 晶那
志田 真倖
太田
咲
今田ひなた
齋藤
桜
齋藤
梓
小学生
遠藤 心夏
山川歩乃果
小野 輝莉

鶴 岡 北
鶴 岡 北
山 形 西
山 形 西
山形城北
山形城北
山形城北
山形城北

－
１３

子
女
子
男

２年生
３年生

年度は、五十嵐
優選手（中央大）の
本県初となる日バ
ナショナル 代表
選出や、遠藤心夏選
手（上山ジュニア）のジュニアナショ
ナルＵ
選出と、本県にとって大変
喜ばしいニュースがありました。
この活躍は、選手の努力はもちろん

平成28年度

2

下記４大会の運営
・第40回山形県バドミントン総合選手権大会 H28.5.1（日） 小真木原総合体育館
・全日本シニア山形県予選会 H28.6.１1（土） 山形県体育館
・第７1回国体山形県予選会 H28.7.8（金）～１0（日） 米沢市営体育館・米沢工業高校体育館
・JOC全日本ジュニア山形県予選会 H2８.８.14（日） 山形県総合運動公園
・第９回山形県高校生あすなろバドミントン大会 H29.2.２6（日） 山形県体育館

◇強化委員会

○基礎強化～各地区、スポ少、中学校、高等学校の指導者対象のレベルアップ
・強化委員会の開催 H28．7.10（日）、１１.19（土）
・ジュニア強化事業 H29.2.25（土） ＮＴＴ東日本バドミントン部 山形県体育館
○ジュニア強化～全国大会入賞を目標に強化
・ジュニアグランプリ強化練習会 H28.11.13（日）、11.19（土）
・強化指定選手練習会 H28.12.4（日）、23（祝）、H29.1.7（土）、2.18（土）、3.11（土）～12（日）
・中学校選抜の県外遠征（秋田・岩手・山形）３県練習会 H29．２.１１（土） 秋田県美郷町
・ＮＴＴ東日本バドミントン教室への参加 H29.2.25（土）
○強化練習会～国民体育大会、東北選手権大会出場選手の強化
・県内強化練習会 H28.8.13（土） 山形県体育館
○県外遠征（国体出場種目）
・成年男子：法政大学・明治大学（9月）、少年女子：東京女子体育大学・千葉商科大学（9月）

◇審判委員会

各地区別審判員数（H2９.1.31現在）
・審判委員会の開催 H28.7.9（土）、H29.2.18（土）
１級 ２級 ３級 地区計 準３級
・公認審判員資格審査検定会
山形
11
18 124
153
191
県協会 H28.7.3（日）、7.9（土）、山形地区 H28．12
新庄
3
4
36
43
45
月10日（土）、新庄地区 H28.9.18（日）、11月3日
酒田
1
0
11
12
15
（祝）、鶴岡地区 H28.11.3（祝）、酒田地区
鶴岡
2
2 111
115
57
米沢
9
7
94
110
92
H28.9.25（日）、米沢地区 H28.7.24（日）
合計
26
31
376
433
400
・東北ミニ国体（青森県、H28.8.18（木）～21（日））へ
※準3級は今年度取得者数、2級移行者は含まず。
の審判員派遣 2名
・国民体育大会（岩手県北上市、Ｈ28.10．2（日）～5（水））への審判員派遣2名

委員会報告

◇競技委員会

◇指導普及委員会・事業委員会

下記講習会、大会の開催
・NTT東日本バドミントン教室 H29.2.25（土） 山形県体育館
・山形県高校生あすなろ大会 H29.2.26（日） 山形県体育館

◆高等学校体育連盟

○県専門部理事会の開催 H28.4.18（月）、5.24（火）、10.11（火）、11.10（木）
○下記大会の、開催・運営
・県高校春季選手権大会 H28.4.24（日） （山形県体育館）
・県高校総体 H28.6.3（金）～5（日） （新庄市体育館、尾花沢市文化体育施設他）
・県定時制通信制大会 H28.6.18（土） （山形県総合運動公園）
・県高等学校新人大会 H28.10.29（土）～30（日） （新庄市体育館、新庄南高体育館）
・ジャワ杯高校選手権大会 H28.11.20（日） （鶴岡市藤島体育館）
・県高校生あすなろ大会 H29.2.26（日） （山形県体育館）

バドミントン山形 第52号
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連 盟 報 告

◆中学校体育連盟

○県理事会開催 H28.5.11（水）、11.17（木）～18（金）
○下記大会の開催・運営
・県中学校総合体育大会 H28.7.22（金）～24（日） （小真木原総合体育館）
・県新人体育大会 H28.10.15（土） （天童市スポーツセンター）
・県ラケットショップ杯１年生大会 H29.1.22（日） （山形県体育館）
○強化練習会の開催 H28.7.30（土）～31（日） （小真木原総合体育館）、11.19（土）県体育館

◆小学生連盟

○下記大会の開催・運営
・小学生ABC大会県予選会 H28.4.29（金） （山形県体育館）
・若葉カップ全国小学生大会県予選会 H28.6.4（土） （置賜生涯学習プラザ）
・県小学生学年別選手権大会 H28.7.23（土） （山形県体育館）
・小学生ダブルス大会 H28.9.18（日） （山形県体育館）
・県少年少女スポーツ交流大会 H28.10.2（日） （小真木原総合体育館）
・県スポーツ少年団交流大会 H28.11.23（水） （新庄市体育館）
・県小学生シングルス大会 H29.2.4（土） （山形県体育館）
○強化練習会開催 H28.11.19（土）～20（日）、12.3（土）～4（日）

◆教職員連盟

・バドミントンチャンピオンシップイン山形の開催

◆実業団連盟

H28.12.24（土）～25（日）

（山形県体育館）

・第３３回東北地区実業団選手権大会への参加H28.4.16（土）～17（日）（宮城県塩釜ガス体育館）

◆シニア連盟

・ジャワ杯シニアミックスバドミントン団体戦大会の開催 H28.7.24（日） （鶴岡市羽黒体育館）
・シニアバドミントン大会団体戦の開催 H28.10.30（日） （寒河江市体育館）

◆レディース連盟

○下記大会の開催
・ヨネックス杯 全日本レディース選手権大会県予選会 H28.4.10（日） （山形県体育館）
・高橋杯山形県レディース大会 H28.5.8（日） （山形県体育館）
・東北地区レディース大会県予選会兼さくらんぼ杯県大会H28.8.28（日）、9.3（土）（山形県体育館）
○強化練習会・講習会開催 H28.6.25（土）（山形県体育館）、7.19（火）（山形市スポセン）
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利

28

政

11

樫

30

冨

8

理事長

１６

山形県ジュニアバドミントン
育成会からの伝達

25
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当 会 は、平 成 年 月 に 山 形 県 に お け る
ジュニアバドミントン競技の健全な普及及び
振興を図り、あわせてジュニア層の健康と体
力の育成を目的とし賛同する人達で組織され
発足し、皆様の会費により運営させていただ
いております。
今年で 年目を迎え、
昭和 年代の
「バドミ
ントン王国、
山形」
を県下一丸となって復活さ
せるべく、全国大会に通じる選手の育成を支
援し、「大きな夢・オリンピック出場」
の実現に
向けて、
皆様の協力を得て頑張っております。
平成 年度は東北小学生大会を勝ち抜い
て、第 回全国小学生バドミントン選手権大
会に出場した 名の選手に激励金を送り、そ
の中で６年生以下女子シングルスで遠藤心夏
（上山ジュニア）選手が見事、全国ベスト８に
入賞しました。
また、
遠藤心夏選手は、
２０１６年の日本バ
ドミントン協会のジュニアナショナルチー
ム
（Ｕ ）に も 選 出 さ れ て お り、 月 日 ～
月 日にかけてシンガポールで開催され
た、シンガポールユースインターナショナル
２ ０ １ ６ に 派 遣 さ れ、海 外 の 同 世 代 選 手 と
ゲームを行い、見事ダブルスで第３位に入賞
する活躍も見せてくれました。
今後とも小学生から高校生までの本県ジュ
ニア選手の育成そして
「バドミントン王国・山
形」実現に向け、より一層のご理解・ご支援を
よろしくお願いします。
尚、
昨年 月の総会にて選出されました、
米
山正和第３代会長が昨年 月に急逝されまし
た。
米山会長の夢でもありました、
山形県出身
選手のオリンピック出場の実現という夢の実
現に向けてさらに結束を固めてまいりたいと
思います。
ご冥福をお祈り致します。
12

１３

３０

１２

１４

高 校 か ら ラ ケ ッ ト を 握 っ た 生 徒 に 出 場 資 格 を 限 定 し、 切 磋 琢 磨 す る こ と

を目的に開催されている大会で熱戦を勝ち抜き、優勝した皆さんをご紹介

○女子シングルス 鶴岡北高等学校 井上 砂城
予選リーグでは、思ったように点数が取れずあせり
ましたが、決勝トーナメントでは、いつもどおりでき
ま し た。 ス マ ッ シ ュ を 決 め 技 と し て い か せ る よ う に、
練習を強化しました。

みなさん、優勝おめでとうございました。大会に向け、目標を決めて取

します。

○男子ダブルス 山形南高等学校
滝口 晃樹（写真右）
練 習 は 体 力 的 に つ ら か っ た の で す が、 や っ て き て 良
かったです。いろいろあったけど、ダブルスのパート
ナーとして佐藤君と優勝出来て嬉しいです。
佐藤 克樹（写真左）
勉 強 と 部 活 の バ ラ ン ス を と る こ と が 大 変 で し た が、
結果が出てうれしいです。
こ れ か ら の 課 題 と し て は、 試 合 と い う 普 段 と 違 う 環
境でも、練習と同じく良いプレイが出来るように、気
持ち的なものを強くすることです。

○ 男子シングルス 山形市立商業高等学校 渡邉 雄策
決勝の試合に２ゲーム目で、 対 という場面があ
り、最後の１点がなかなか決められず、厳しかったの
ですが、ランニングやダッシュ等の辛い練習をやって
きて精神面で鍛えられていたので、乗り越えられまし
た。

11

○女子ダブルス 山形東高等学校
秋生ゆうか（写真右）
今日の試合では、ドライブが甘くならずに出来たの
で、練習を強化して良かったです。ローテーションも
スムーズで、パートナーに助けてもらいました。
丹治 文子（写真左）
ドライブを何回も練習しました。パートナーががん
ばってくれたので、優勝出来たのだと思います。

14

ＮＴＴ東日本
バドミントン教室開催

感想ひと言

②強くなるため選手に伝えたいことは
（須賀）日々の練習で積み重ねを大事にしてほ
しい。何があっても諦めない気持ちを持つこと
が大切だと思います。
（松尾）やはり、練習あるのみ
と思います。続けることが大切
だとも思います。
③山形の印象は
（ 須 賀 ）雪 が 多 く 寒 い 印 象 が あ
りますが、逆に人は温かく心地
よい所だと思いました。
（松尾）雪が多く寒いです。お
昼に協会さんから差し入れにい
ただいた「豚汁」がとても美味
しかったです。そばを食べれな
かったのが少し残念（笑）
④バドミントン関係者に伝えた
いことはありますか
（須賀）引き続き、山形での教室を開催してい
ただければ嬉しいです。もし、Ｓ／Ｊリーグを
山形で開催できるようであれば、是非ＮＴＴ東
日本男女チームを指名して下さい。そして、た
くさんの応援をいただければ嬉しいです。
（松尾）日ごろ指導に携わる方々は大変な仕事
であり、本当にご苦労様です。子供達の成長を
楽しみに是非頑張って下さい。
・遠藤心夏選手
 （ 上山ジュニア：渡邉あかね選手とシングルス）
ク リ ヤ ー で 押 し て も 逆 に 押 し 返 さ れ た り、
エースが決まらずラリーが長く続き、なかなか
自分の体制にも持ち込めなかったりで、すごく
きつかったけど良い経験になりました。この経
験を今後に生かしたい。

練習は辛かったけど、
優勝出来て嬉しいです。

優勝をねらって
いました。

パートナーに
感謝しています。

高校総体の県大会
に出場したいです。

これからもチャレンジしてほしいと思います。



（金子記）

組み、結果を出したことが一人一人の自信になってほしいと思います。

山形県高校生あすなろバドミントン大会
第９回

・赤木優佑選手
 （米工１年：桃田賢斗選手とシングルス）
世界トップクラスの選手なので、挑戦者の意
識を持ってぶつかっていきましたが、少し緊張
してしまいました。でも、ギリギリのスコアのと
ころまで行って正直うれしかったし、桃田さん
はヘアピンがうまいのでヘアピン対決したらク
ロスが決まって自信がつきました。

平成29年２月26日（日）
山形県体育館
ヨネックス杯・ラケットショップ山形杯

２５

「ＮＴＴ東日本バドミントン教室」が、２月
日
（土）
に山形県体育館を会場に開催されました。
ＮＴＴ東日本が社会貢献活動として平成 年度
から行っているもので、山形県での開催は 年
連続 回目となります。
ＮＴＴ東日本バドミントン部の監督として今
年度新たに就任した須賀隆弘男子監督、松尾知
美 女 子 監 督 を は じ め、 計 名の監督・マネー
ジャー・選手が来県、県内の小中高生約１３０
名を対象に指導が行われました。
午後の部冒頭にはＮＴＴ東日本選手によるエ
キシビションマッチ（男子ダブルス）や、ＮＴ
Ｔ選手と対戦するチャレンジマッチが実施され、
教室の中でも一番の盛り上がりを見せました。
また、ＮＴＴ東日本の選手が約 分刻みで各
コートを移動し、全参加者と打ち合うなど、参
加者は楽しくも刺激的なひと時を体験できたの
ではないかと思います。
須賀監督は挨拶の中で、今は楽しいバドミン
トンが、もしかしてこの先、苦しく思えたり、
辛く思えたりする時期が来るかも知れないが、
その時はすぐ諦めないで、しっかり前を向いて、
歯を食いしばって是非続けてもらいたい。
「試
合に負けたら終わりなのではなく、あきらめた
ら終わりなのです」との言葉を参加者へ贈られ
ました。
◎須賀隆弘男子監督と
松尾知美女子監督に聞く
①山形の選手の印象
（須賀）寒さに負けず、非常に元
気があって良いと思いますし、一
緒にプレーが出来て良かったです。
（松尾）少しおとなしい子が多い
かなと感じましたが、バドミント
ンが好きで、黙々とやるタイプが多いような気
がします。なので、また来る機会があれば、子
供たちの成長を見ることを楽しみにしてます。
１５
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県大会
ヨネックス杯第 回全日本レディースバドミントン選手権大会

山形県体育館）

第 回クラブ対抗 山形県予選会
第２回山形県レディースバドミントン連盟交流大会

（２０１６・４・

齋藤

●クラブ対抗の部
一位 ＡＬＬダイヤモンズ（鶴岡）
二位 酒田Ｌ．Ｂ．Ｃ（酒田）
●交流大会の部
フリー
一位 石川 樹里・渡部 麗華
（クイーン・しらとり）
二位 笹原 智江・沼澤 宏子（しらとり）
三位 出嶋 佳奈・佐藤 綾花
（ヴィーナス）
歳以上
一位 青木絵衣子・柏倉 康子
（クイーン・しらとり）
二位 大友 幸子・佐藤 奈美
（ヴィーナス）
三位 細矢 瑞穂・髙橋 裕子（クイーン）
歳以上
一位 登坂登志子・小関 淳子
（ 米沢アイリス）
二位 佐藤 典子・鈴木恵美子
（ マリーゴールド）
三位 栗田 裕子・佐藤加代子
（ももぐみ・鶴岡ウィングズ）

歳以上
一位 阿部 順子・工藤ちよ子
（霞城の友スポーツ・しらとり）

二位 鈴木 正井・田中 妙子
（鶴岡ウィングズ・クィーン）
啓子・加藤つもり
（紅花スポーツ愛好会）


回山形県高校春季選手権大会

三位

第
（２０１６・４・
山形県体育館）
●男子シングルス
一位 後藤 駿斗（鶴岡工業）
二位 澁谷 光希（鶴岡工業）
三位 牛澤 晃太（山本学園）
山本 祐貴（鶴岡工業）
●男子ダブルス
一位 澁谷 光希・山本 祐貴（鶴岡工業）
二位 後藤 駿斗・佐藤 総飛（鶴岡工業）
三位 高橋 宏介・須田 裕夢（鶴岡工業）
渡邊凛太郎・山口 紘和（新庄南高）
●女子シングルス
一位 花輪 祥子（山形西高）
二位 名村
怜（山形城北）
三位 高橋 七瀬（山形城北）
長塚 葵衣（山形西高）
●女子ダブルス
一位 村山 可純・岡田 梓沙（山形城北）
二位 吉田
爽・花輪 祥子（山形西高）
三位 上野 杏菜・玉川 花音（鶴岡工業）
原田 淑麗・小関 萌花（山本学園）

第

回全国小学生ＡＢＣ大会県予選会

回山形県バドミントン総合選手権大会

二位 難波 魁凌（致道）
三位 今田 竜大（奥羽ＪＢＣ）
油井 颯飛（ふじかげ）
●男子シングルスＢ
一位 佐藤 愛翔（大山）
二位 若月純一朗（長井ＪＳＣ）
三位 佐藤 廉時（いつき）
●男子シングルスＣ
一位 難波 瞳輝（致道）
二位 庄司 陽祐（天童市）
三位 小林 祐希（立川）
●女子シングルスＡ
一位 山川歩乃果（南部シャトル）
二位 小野 輝莉（鶴岡ＪＢＣ）
三位 清野 鈴香（ふじかげ）
齋藤 優菜（ふじかげ）
●女子シングルスＢ
一位 榎本 美優（愛宕ディオ）
二位 山川 恵実（ふじかげ）
●女子シングルスＣ
一位 安在 悠羽（鶴岡城北）
二位 高橋
心（米沢南部）
三位 五十嵐凛音（栄）

第

回山形県レディースバドミントン大会

（２０１６・５・１ 鶴岡市小真木原総合体育館）
●男子ダブルス
一位 田中 貴志・林
泰成（（株）でん六）
二位 丸山 恭平・兼子 卓也（鶴岡協会）
三位 澁谷 光希・山本 祐貴（鶴岡工業）
須田 裕夢・高橋 宏介（鶴岡工業）
●女子ダブルス
一位 清和真理子・秋庭みのり（鶴岡協会）
二位 阿部 斐子・鈴木
祭
（鶴岡協会・山形地区協会）
三位 上野 杏菜・玉川 花音（鶴岡工業）
安部優衣子・矢萩 樺恋
（
（株）
でん六・（株）山本製作所）
●男子シングルス
一位 田中 貴志（
（株）でん六）
二位 三浦 貴大（鶴岡協会）
三位 塚本 昌志（
（株）でん六）
野尻
光（
（株）でん六）
●女子シングルス
一位 清和真理子（鶴岡協会）
二位 鈴木 花織（
（株）でん六）
三位 秋庭みのり（鶴岡協会）
玉川 花音（鶴岡工業）
高橋杯第

（２０１６・５・８ 山形県体育館）
●Ａブロック
一位 三澤 陽子・斎藤智恵子（ヴィーナス）
二位 沼澤真理子・東海林直美
（Ｌ．Ｇ．Ｂ・しらとり）
三位 渋谷 瑶子・奥山 未麻
（ ＺＡＯフレンズ）
●Ｂブロック
一位 青木美保子・佐藤 由起
（ 米沢アイリス）
二位 沼澤 宏子・石井 和子（しらとり）
三位 佐藤 玲奈・三宅 友香（ ＺＡＯフレンズ）
●Ｃブロック
一位 鈴木 節子・石川 樹里
（しらとり・クィーン）
工藤ちよ子・柏倉 康子（しらとり）
鈴木恵美子・栗田 直子
（ マリーゴールド）
二位
三位

回山形県高等学校総合体育大会

●Ｄブロック
一位 阿部 順子・田中 妙子
（霞城の友スポーツ愛好会・クィーン）
二位 三上 球子・沼澤裕美子
（ ＺＡＯフレンズ）
三位 加藤つもり・齋藤 啓子
（紅花スポーツ愛好会）
●Ｅブロック
一位 松本 和子・小沢 町子
（オリーブクラブ・霞城の友スポーツ愛好会）
二位 永岡 秀子・須藤 澄子（ マリーゴールド）
三位 堀内きみ子・澤田美恵子（ マリーゴールド）

第

（２０１６・６・３～５ 新庄市体育館・尾花沢市サルナート）
●男子学校対抗
一位 鶴岡工業 二位 山本学園
三位 米沢工業・新庄南高
●女子学校対抗
一位 山形城北 二位 山形西高
三位 鶴岡北高・山本学園
●男子シングルス
一位 後藤 駿斗（鶴岡工業）
二位 山本 祐貴（鶴岡工業）
三位 近藤 直希（山本学園）
牛澤 晃太（山本学園）
●女子シングルス
一位 村山 可純（山形城北）
二位 長島 聖梨（山形城北）
三位 鈴木 野々（鶴岡北高）
原田 淑麗（山本学園）
●男子ダブルス
一位 澁谷 光希・山本 祐貴（鶴岡工業）
二位 後藤 駿斗・佐藤 総飛（鶴岡工業）
三位 高橋 宏介・須田 裕夢（鶴岡工業）
大島 千聖・鈴木
遊（山本学園）
●女子ダブルス
一位 村山 可純・岡田 梓沙（山形城北）
二位 牧
優花・鈴木 野々（鶴岡北高）
三位 吉田
爽・花輪 祥子（山形西高）
上野 杏菜・玉川 花音（鶴岡工業）
回山形県小学生チーム対抗バドミントン大会
兼第 回若葉カップ全国小学生バドミントン大会予選会

第

（２０１６・６・４ 長井総合体育館）
●男子団体
一位 ふじかげバドミントンスポーツ少年団
二位 沼田バドミントンスポーツ少年団
三位 鶴岡六学区バドミントンスポーツ少年団
●女子団体
一位 ふじかげバドミントンスポーツ少年団
二位 山口バドミントンスポーツ少年団
三位 天童市バドミントンスポーツ少年団

山形県高校定時制通信制大会

（２０１６・６・
酒田光陵高校）
●男子ダブルス
一位 若木健之介・大畑 将暉（霞城Ⅰ）
二位 鈴木 美波・早坂 夏樹（鶴岡工業）
三位 松岡 晃大・金子 泰己（霞城Ⅱ）
手塚 海峰・小笠原楓眞（米沢工業）
●女子ダブルス
一位 アドヴィンクラシャメン・佐藤 澪菜（ 霞城Ⅲ）
二位 荒井美智佳・村山 亜希（霞城Ⅰ）
三位 櫻井 彩朝・三浦 紗希（酒田西高）
渡辺菜々子・結城あかね（霞城Ⅲ）
18
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会
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（２０１６・４・
●男子シングルスＡ
一位 大場 世嵐（山口）

１２

記
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大
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● 歳以上男子シングルス
一位 遠藤 保樹（ 鶴岡市シルバー人材センター）
二位 伊藤
大（山新販売（株））
三位 今野 隆史（鶴岡地区医師会）
杉山 慶太（鶴岡市消防本部）
● 歳以上男子ダブルス
一位 小野 和之・神保 一寿
（鶴岡工業・米沢養護学校職員）
二位 梅津 孝広・遠藤 富博
（ ＡＣＣディスプレイグラス米沢（株）・（株）おきたま興農舎）

三位 渡部 泰之・中澤 正幸
（スタンレー鶴岡製作所・丸定）
上村 尚仁・永岡
誠
（山形六中・山形商業）
● 歳以上男子シングルス
一位 神保 一寿（米沢養護学校）
二位 渡部 泰之（スタンレー鶴岡製作所）
三位 冨樫
宗（鶴岡市消防本部）
中澤 正幸（丸定）
● 歳以上男子ダブルス
一位 大場 宣一・菅原
正
（新光印刷・宏和工業）
二位 皆川 芳久・中島 聡明
（ゆきわり養護・東北電気保安協会）
● 歳以上女子ダブルス
一位 佐藤美代子・板垣 尚美
（ヴィーナス・最上検診センター）
鈴 木 正 子・ 髙 橋 幸 子（ Ｆ Ｍ Ｃ ）
二位

24

第 回県小学生学年別選手権大会
兼第 回東北小学生県予選会

二位 佐藤 昌樹・佐藤
三位 齋藤 羽温・佐藤
●５年生以下女子ダブルス
一位 伊藤 玲奈・佐藤
二位 松田 奈々・榎本
三位 梅津 里妃・菊地
●６年生以下男子ダブルス
一位 小林 隼人・佐藤
二位 三浦 寛生・奥山
三位 三浦 颯太・渡部
●６年生以下女子ダブルス
一位 清野 鈴香・齋藤
二位 小川菜々美・加藤
三位 齋藤なごみ・秋山

山形県中学総合体育大会

良多（ 鶴岡六学区）
嘉高（鶴岡城北）

瑞姫（ 南部シャトル）
美優（ 愛宕ディオ）
琉花（ 愛宕ディオ）
直紀（大山）
雄貴（沼田）
海翔（致道）
優菜（ふじかげ）
結（広幡）
瑠愛（致道）
（２０１６・７・ 、
鶴岡市小真木原総合体育館）
●男子シングルス
一位 五十嵐光海（鶴岡一中）
二位 髙橋 翔馬（白鷹中）
三位 花輪 幸汰（天童一中）
小野 剛嗣（山形三中）
●女子シングルス
一位 狩野さくら（天童一中）
二位 庄司 晴香（天童三中）
三位 鈴木 育実（鶴岡五中）
佐藤 萌花（鶴岡一中）
●男子ダブルス
一位 大場 詩文・赤松大壱吉（天童二中）
二位 安孫子大佑・堀
春樹（山形七中）
三位 武市 成義・難波 悠作（鶴岡二中）
阿部 秀輝・大友
聖（山形五中）
23

３０

（２０１６・７・
山形県体育館）
●４年生以下男子シングルス
一位 佐藤 愛翔（大山）
二位 西部 陽翔（米沢南部）
三位 石沢 太一（ふじかげ）
●４年生以下女子シングルス
一位 吉田 芽依（上山ジュニア）
二位 大山 紗和（鶴岡城北）
三位 山川 恵実（ふじかげ）
●５年生以下男子シングルス
一位 今田 竜大（奥羽）
二位 油井 颯飛（ふじかげ）
三位 中川
煌（沼田）
●５年生以下女子シングルス
一位 髙橋 寧女（米沢南部）
二位 永岡 由帆（山口）
三位 佐藤 野乃（天童市）
●６年生以下男子シングルス
一位 大場 世嵐（山口）
二位 難波 魁凌（致道）
三位 渡会 康生（いつき）
●６年生以下女子シングルス
一位 山川歩乃果（南部シャトル）
二位 小野 輝莉（鶴岡ＪＢＣ）
三位 清野 千里（米沢南部）
●４年生以下男子ダブルス
一位 若月純一朗・加藤 悠雅（ 長井ＪＳＣ）
二位 難波 瞳輝・斉藤
要（致道）
三位 石川 巧人・風間 昊大（ 鶴岡六学区）
●４年生以下女子ダブルス
一位 黒坂 未来・髙橋 花菜（沼田）
二位 小林 桃子・佐藤 栞菜（鶴岡城北）
三位 大滝 るな・芝田 優香（鶴岡城北）
●５年生以下男子ダブルス
一位 島貫 壮陸・成澤 純太（ふじかげ）
23

●男子シングルス
一位 温井
敦（鶴岡南高）
二位 鈴木 美波（鶴岡工業）
三位 松岡 晃大（霞城Ⅱ）
若木健之介（霞城Ⅰ）
●女子シングルス
一位 長谷川真利菜（霞城Ⅳ）
二位 アドヴィンクラシャメン（霞城Ⅲ）
三位 荒井美智佳（霞城Ⅰ）
渡辺菜々子（霞城Ⅲ）
８

４０

４０

５０

５０

２０

２２

国民体育大会県予選会・東北選手権大会県予選会

（ ２０１６・７・ ～
米沢市営体育館・米沢工業体育館）
●少年男子ダブルス
一位 鈴木 将也・近藤 直希（山本学園）
二位 大島 千聖・鈴木
遊（山本学園）
三位 遠藤 裕二・牛澤 晃太（山本学園）
渡邊凛太郎・山口 紘和（新庄南高）
●少年男子シングルス
一位 後藤 駿斗（鶴岡工業）
二位 山本 祐貴（鶴岡工業）
三位 牛澤 晃太（山本学園）
近藤 直希（山本学園）
●少年女子ダブルス
一位 村山 可純・岡田 梓沙（山形城北）
二位 畠山 栞奈・大又 優希（山本学園）
三位 上野 杏菜・玉川 花音（鶴岡工業）
鈴木 野々・牧
優花（鶴岡北高）
   
●少年女子シングルス
一位 牧
優花（鶴岡北高）
二位 吉田
爽（山形西高）
三位 伊藤 汐里（山形城北）
吉田 有希（山本学園）
●成年男子ダブルス
一位 澁谷 勇希・齋藤 大慎
（明治大学・日本体育大学）
二位 田中 貴志・林
泰成
（
（株）
でん六）
三位 菊池 琢真・齋藤 洋平
（東海大学・筑波大学）
齋藤 輝希・赤木 駿哉
（帝京大学・敬和学園大学）
●成年男子シングルス
一位 澁谷 勇希（明治大学）
二位 三浦 貴大（オリエンタルモーター）
三位 田中 貴志（
（株）でん六）
塚本 昌志（
（株）でん六）
●成年女子ダブルス
一位 八木 瑞月・安部菜美子
（神奈川大学・日本大学）
二位 鈴木 礼佳・藤井 優香
（ 東北福祉大学）
三位 柴山真由美・守谷 仁見
（みずとり会）
髙橋 美咲・髙橋 紅亜
   
（三友堂看護専門・ナウエル）
●成年女子シングルス
一位 清和真理子（めぐみ会）
二位 八木 瑞月（神奈川大学）
三位 安部菜美子（日本大学）
鈴木 花織（
（株）でん六）
● 歳以上男子ダブルス
一位 遠藤 保樹・髙橋 俊満
（ 鶴岡市シルバー人材センター・神室少年自然の家）

二位 富澤
拓・佐藤 俊博
（陸上自衛隊）
三位 杉山 慶太・伊藤
大
（鶴岡市消防本部・山新販売（株）
）
秋庭 康史・伊藤
聖
（ デイサービスつるかめ・鶴岡地区医師会）
３０
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晶那（鶴岡一中）
綾菜（長井南中）
未来（天童二中）
星夢（米沢二中）

回ジャワ杯山形県シニアＭｉｘバドミントン団体戦

●女子ダブルス
一位 石塚 夏実・冨樫
二位 菅野 涼葉・加藤
三位 須藤ほのか・井澤
齋藤
梓・榎本
第

●

（２０１６・７・
鶴岡市羽黒体育館）
部 一位 カツオくん 二位 浜中バド
三位 ワカメちゃん
部 一位 浜中バド 二位 ナミ平さん
三位 フネさん
一位 浜中バドＡ 二位 浜中バドＢ
三位 サンでんでん

部

二位 島貫 壮陸・成澤 純太（ふじかげ）
三位 三浦 寛生・奥田 雄貴（沼田）
●女子ダブルス
一位 伊藤 玲奈・佐藤 瑞姫（ 南部シャトル）
二位 森村 美友・永岡 由帆（山口）
三位 清野 鈴香・齋藤 優菜（ふじかげ）

山形県少年少女スポーツ交流大会

浜中バドＢ 二位 東根バドＡ
●２部 一位

●３部 一位 山形シニアクラブ
●４部 一位 浜中バドＣ 二位 寒河江クラブ
三位 米沢サンデーズ

ジャワ杯県高等学校選手権大会
（２０１６・ ・
鶴岡市藤島体育館）
● 男子学校対抗 一位 鶴岡工業 二位 米沢工業
三位

山本学園・山形南

鶴岡北・山形市立商業

回山形県バドミントンスポーツ少年団交流大会

三位

● 女子学校対抗 一位 山形城北 二位 山本学園
第

（２０１６・ ・
新庄市体育館）
●６年生以下男子シングルス
一位 大場 世嵐（山口）
二位 難波 魁凌（致道）
三位 油井 颯飛（ふじかげ）
●６年生以下女子シングルス
一位 山川歩乃果（南部シャトル）
二位 小野 輝莉（鶴岡ＪＢＣ）
三位 高橋 寧女（米沢南部）
●６年生以下男子ダブルス
一位 小林 隼人・佐藤 直紀（大山）
二位 三浦 颯太・渡部 海翔（致道）
三位 富樫 一光・本間 大煌（鶴岡六学区）
●６年生以下女子ダブルス
一位 清野 鈴香・齋藤 優菜（ふじかげ）
二位 森村 美友・永岡 由帆（山口）
三位 横山
雅・梅津 さよ（ 長井ＪＳＣ）
●５年生以下男子ダブルス
一位 島貫 壮陸・成澤 純太（ふじかげ）
二位 佐藤 昌樹・佐藤 良多（鶴岡六学区）
三位 若月純一朗・加藤 悠雅（ 長井ＪＳＣ）
●５年生以下女子ダブルス
一位 伊藤 玲奈・佐藤 瑞姫（ 南部シャトル）
二位 梅津 里妃・菊地 琉花（ 愛宕ディオ）
三位 松田 奈々・榎本 美優（ 愛宕ディオ）

山形県高校新人大会

２３

●
●

（２０１６・ ・２ 小真木原総合体育館）
●男子団体
Ａブロック
一位 大山、二位 山口、三位 大蔵
Ｂブロック
一位 鶴岡城北、二位 長井、三位 わかあゆ
Ｃブロック
一位 ふじかげ、二位 沼田、三位 いつき
Ｄブロック
一位
致道、二位 鶴岡六学区、三位 奥羽

ＪＢＣ
●女子団体
Ａブロック
一位 天童市、二位 沼田、三位 立川
Ｂブロック
一位 山口、二位 奥羽ジュニア、三位 いつき
Ｃブロック
一位 米沢南部、二位 鶴岡城北、三位 大蔵
Ｄブロック
一位 南部シャトル、二位 新庄、三位 三川
Ｅブロック
一位 愛宕ディオ、二位 大山、三位 真室川
Ｆブロック
一位 長井、二位 鶴岡六学区、三位 鮭川
Ｇブロック
一位 致道、二位 ふじかげ、三位 わかあゆ

20

１１

三位

三位

新庄北高

鶴岡北高

山形西高

● 女子学校対抗 一位 山形城北 二位 山本学園

山形城北

（ ２０１６・ ・ ～
新庄市体育館・新庄南高）
● 男子学校対抗 一位 鶴岡工業 二位 山本学園
30

山形県中学生新人大会

11

29

ＪＯＣ全日本ジュニア山形県予選会
（２０１６・８・
山形県総合運動公園）
●ジュニア男子ダブルス
一位 近藤 直希・牛澤 晃太（山本学園）
二位 佐藤 総飛・高橋 宏介（鶴岡工業）
三位 赤木 優佑・遠藤
黎（米沢工業）
五十嵐光海・髙橋 翔馬
（鶴岡一中・白鷹中）
●ジュニア女子ダブルス
一位 小関 杏奈・小関 萌花（山本学園）
二位 花輪 祥子・長塚 葵衣（山形西高）
三位 鈴木 野々・牧
優花（鶴岡北高）
長島 聖梨・名村
怜（山形城北）
●ジュニア男子シングルス
一位 牛澤 晃太（山本学園）
二位 近藤 直希（山本学園）
三位 五十嵐光海（鶴岡一中）
赤木 優佑（米沢工業）
●ジュニア女子シングルス
一位 長塚 葵衣（山形西高）
二位 吉田 有希（山形城北）
三位 大沼友里愛（山形城北）
櫻井 紗和（鶴岡北高）
●ジュニア新人男子シングルス
一位 赤松大壱吉（天童二中）
二位 島貫 陽仁（山形十中）
三位 門脇
令（鶴岡一中）
山科 陽翔（明倫中）
●ジュニア新人女子シングルス
一位 鈴木 育実（鶴岡五中）
二位 遠藤 心夏（上山ジュニア）
三位 土門 海音（立川中）
志田 真倖（立川中）

回山形県シニア大会団体戦

１１

10

（２０１６・ ・
天童市スポーツセンター）
●男子団体 一位 山形三中 二位 天童二中
三位 山形七中・山形二中
●女子団体 一位 鶴岡一中 二位 米沢二中
三位 長井南中・山形十中
●男子シングルス
一位 赤松大壱吉（天童二中）
二位 門脇
令（鶴岡一中）
三位 三浦 瑠馬（鶴岡四中）
伊藤 楓也（長井北中）
●女子シングルス
一位 志田 真倖（立川中）
二位 土門 海音（立川中）
三位 鈴木 育実（鶴岡五中）
太田
咲（天童一中）
●男子ダブルス
一位 赤松大壱雅・大林 大河（天童二中）
二位 上野 豪治・遠藤 颯斗（鶴岡一中）
三位 成澤 元太・渋谷 啓騎（山形三中）
山田 純也・佐藤 勝大（山形三中）
●女子ダブルス
一位 加藤 綾菜・梅津 茉那（長井南中）
二位 石塚 夏実・冨樫 晶那（鶴岡一中）
三位 齋藤
桜・齋藤
梓（米沢二中）
河内茉日路・鈴木 美結（山形三中）

第

33

●男子ダブルス
一位 佐藤 総飛・高橋 宏介（鶴岡工業）
二位 牛澤 晃太・近藤 直希（山本学園）
三位 赤木 優佑・遠藤
黎（米沢工業）
安達 大眞・佐藤 輝樹（鶴岡工業）
●女子ダブルス
一位 名村
怜・青柳 朱音（山形城北）
二位 牧
優花・鈴木 野々（鶴岡北高）
三位 大沼友里愛・吉田 有希（山形城北）
伊藤 虹汐・三上 菜月（山形城北）
●男子シングルス
一位 赤木 優佑（米沢工業）
二位 安達 大眞（鶴岡工業）
三位 牛澤 晃太（山本学園）
近藤 直希（山本学園）
●女子シングルス
一位 牧
優花（鶴岡北高）
二位 長塚 葵衣（山形西高）
三位 花輪 祥子（山形西高）
鈴木 野々（鶴岡北高）

バドミントン山形 第52号

13

回さくらんぼ杯山形県レディースバドミントン大会

18

１０

（２０１６・ ・
寒河江市市民体育館）
●１部 一位
朝日Ｓ・Ｃ 二位 浜中バドＡ

三位 東根バドＢ
30

第

28

15

10

24

14

（２０１６・８・ 、
９・３ 山形県体育館）
● 部 一位 ヴィーナス
● 部 一位 ＡＬＬダイヤモンズ
二位 クィーンクラブ
三位 マリーゴールド
● 部 一位 須藤 真弓・佐藤 明美
（クィーンクラブ・しらとり）

二位 工藤ちよ子・小沼由美子
（しらとり・城北クラブ）

三位 森山
緑・田中 妙子
（クィーンクラブ）

第 回山形県小学生バドミ ン ト ン ダ ブ ル ス 大 会
（２０１６・９・
山形県体育館）
●男子ダブルス
一位 大場 世嵐・難波 魁凌
（山口・致道）

6

22

1
2
3
15

21

3

10

第 回ラケットショップ山形杯山形県中学生バドミントン選手権大会

（２０１７・１・
山形県体育館）
●男子シングルス
一位 門脇
令（鶴岡一中）
二位 山科 陽翔（明倫中）
三位 金田 侑真（新庄中）
島貫 陽仁（山形十中）
●女子シングルス
一位 志田 真倖（立川中）
二位 今田ひなた（日新中）
三位 阿部
凛（天童一中）
太田
咲（天童一中）
●男子ダブルス
一位 赤松大壱雅・大林 大河（天童二中）
二位 本間 丈輝・佐藤 嘉晃（鶴岡一中）
三位 近藤 陸翔・鈴木 貫太（山形七中）
渋谷 啓騎・成澤 元太（山形三中）
●女子ダブルス
一位 齋藤
桜・齋藤
梓（米沢二中）
二位 榎本 星夢・原
環（米沢二中）
三位 荒明 雪楠・五十嵐梨帆（鶴岡五中）
菅原 翔華・阿部 朱里（鶴岡三中）

山形県小学生シングルス大会

回山形県高校生あすなろ大会

●６年生以下男子シングルス
一位 大場 世嵐（山口）
二位 難波 魁凌（致道）
三位 小林 隼人（大山）
●６年生以下女子シングルス
一位 山川歩乃果（南部シャトル）
二位 小野 輝莉（鶴岡ＪＢＣ）
三位 森村 美友（山口）

第
（２０１７・２・
山形県体育館）
●男子ダブルス
一位 佐藤 克樹・滝口 晃樹（山形南）
二位 齋藤 海斗・柳川 漂太（山形東）
三位 鈴木 龍哉・𠝏持
崇（山形商業）
阿部 和斗・佐藤 健汰（ 新庄南・金山）
●男子シングルス
一位 渡邉 雄策（山形商業）
二位 熊谷 隼人（新庄南）
三位 髙橋 龍聖（長井）
鈴木 秀人（長井工）
●女子ダブルス
一位 丹治 文子・秋生ゆうか（山形東）
二位 渡部 花菜・松田
萌（九里）
三位 梅津 佳奈・小林 果穂（長井）
井上 桃菜・笹 ひいろ（山形東）
●女子シングルス
一位 井上 砂城（鶴岡北）
二位 田宮 佳夏（天童）
三位 安部 真祐（長井）
八鍬 音寧（山形商業）

東北大会

第

回東北総合体育大会第

三位
二位
三位

回東北バドミントン選手権大会

●成年女子 Ｂブロック
●少年男子 Ｂブロック
●少年女子 Ｂブロック

（ ２０１６・ ・ ～

宮城県仙台市宮城野体育館）

●４年生以下男子シングルス
佐藤 愛翔（大山） ベスト
西部 陽翔（米沢南部） 回戦進出
石沢 太一（ふじかげ） 出場
佐藤 廉時（いつき） 出場
●４年生以下女子シングルス
吉田 芽依（上山ジュニア） ベスト
大山 紗和（鶴岡城北） 出場
山川 恵実（ふじかげ） 出場
松田 光歩（立川） 出場
●５年生以下男子シングルス
今田 竜大（奥羽ＪＢＣ） 三位
油井 颯飛（ふじかげ） 回戦進出
中川
煌（沼田）
回戦進出
大友
諒（南部シャトル）出場

4

8

2

2

宮城県利府市セキスイハイムスーパーアリーナ）

第 回東北小学生バドミントン大会兼第 回全国小学生大会東北ブロック予選会
25

16

2

～

21

15

回東北高校選手権大会

６８

（ ２０１６・８・ ～
青森県黒石市スポカルイン黒石）
●青年男子シングルス
塚本 昌志 ベスト８
三浦 貴大
回戦進出
回戦進出
小野 秀彰
田中 貴志 出場
●青年女子シングルス
清和真理子 ベスト８
鈴木 花織
回戦進出
秋庭みのり
回戦進出
後藤香朱美 出場
● 歳以上男子シングルス
遠藤 保樹 一位
伊藤
大 二位
今野 隆史 三位
杉山 慶太 ベスト８
● 歳以上男子シングルス
神保 一寿 一位
渡部 泰之 出場
●青年男子ダブルス
田中 貴志・林
泰成 出場
三浦 貴大・菅原 祐作 出場
●成年女子ダブルス
清和真理子・秋庭みのり ベスト
鈴木 礼佳・藤井 優香 出場
● 歳以上男子ダブルス
遠藤 保樹・高橋 俊満 三位
富澤
拓・佐藤 俊博 ベスト
● 歳以上女子ダブルス
坂東真由美・佐藤 夏希 ベスト
● 歳以上男子ダブルス
神保 一寿・小野 和之 ベスト
梅津 孝広・遠藤 富博 出場
● 歳以上女子ダブルス
山本今日子・安孫子博美 三位
● 歳以上男子ダブルス
大場 宣一・菅原
正 ベスト
皆川 芳久・中島 聡明 出場
● 歳以上女子ダブルス
佐藤美代子・板垣 尚美 三位
●混合ダブルス
小野 秀彰・藤井 優香 二位

8

8

8

8

8

18

2 2

2 2

10

第

回国民体育大会東北ブロック大会
一位

青森県黒石市スポカルイン黒石）

Ａブロック

４３

30

40

30

30

40

40

50

（ ２０１６・６・

第

●成年男子

（ ２０１６・８・ ～

21

50

26

●男子学校対抗
山本学園 出場
鶴岡工業 出場
●女子学校対抗
山形西 出場
山形城北 出場
●男子ダブルス
澁谷 光希・山本 祐貴（鶴岡工業）ベスト８
高橋 宏介・須田 裕夢（鶴岡工業）ベスト８
後藤 駿斗・佐藤 総飛（鶴岡工業）出場
大島 千聖・鈴木
遊（山本学園）出場
●女子ダブルス
村山 可純・岡田 梓沙（山形城北）２回戦進出
牧
優花・鈴木 野々（鶴岡北）出場
吉田
爽・花輪 祥子（山形西）出場
上野 杏菜・玉川 花音（鶴岡工業）出場
●男子シングルス
後藤 駿斗
（鶴岡工業） ベスト８
山本 祐貴
（鶴岡工業） 出場
近藤 直希
（山本学園） 出場
牛澤 晃太
（山本学園） 出場
●女子シングルス
村山 可純
（山形城北） ２回戦進出
長島 聖梨
（山形城北） 出場
鈴木 野々（鶴岡北） 出場
原田 淑麗
（山本学園） 出場

24

22

（２０１７・２・４ 山形県体育館）
●１年生以下男子シングルス
一位 金田 煌永（奥羽ＪＢＣ）
二位 梅津 光利（愛宕ディオ）
三位 五十嵐瑛太（栄）
●１年生以下女子シングルス
一位 上野 優寿（立川）
二位 菅野 絢椛（山口）
三位 室屋 麗空（米沢南部）
●２年生以下男子シングルス
一位 難波 瞳輝（致道）
二位 庄司 陽祐（天童市）
三位 小林 祐希（立川）
●２年生以下女子シングルス
一位 髙橋
心（米沢南部）
二位 安在 悠羽（鶴岡城北）
三位 上野 優花（立川）
●３年生以下男子シングルス
一位 石沢 太一（ふじかげ）
二位 加藤 悠雅（長井ＪＳＣ）
三位 斉藤
要（致道）
●３年生以下女子シングルス
一位 山川 恵実（ふじかげ）
二位 原
愛（米沢南部）
三位 石川 彩夏（立川）
●４年生以下男子シングルス
一位 佐藤 愛翔（大山）
二位 西部 陽翔（米沢南部）
三位 若月純一朗（長井ＪＳＣ）
●４年生以下女子シングルス
一位 榎本 美優（愛宕ディオ）
二位 黒坂 未来（沼田）
三位 松田 光歩（立川）
●５年生以下男子シングルス
一位 今田 竜大（奥羽ＪＢＣ）
二位 油井 颯飛（ふじかげ）
三位 島貫 壮陸（ふじかげ）
●５年生以下女子シングルス
一位 伊藤 玲奈（南部シャトル）
二位 髙橋 寧女（米沢南部）
三位 佐藤 瑞姫（南部シャトル）
26

18

22

9

45

71

19

14

バドミントン山形 第52号

●５年生以下女子シングルス
永岡 由帆（山口） ベスト
髙橋 寧女（米沢南部）
回戦進出
佐藤 野乃（天童市）
回戦進出
小林 真奈（立川）
回戦進出
●６年生以下男子シングルス
大場 世嵐（山口） 二位
渡会 康生（いつき） ベスト
難波 魁凌（致道）
回戦進出
正岡
鴻（鶴岡城北）出場
●６年生以下女子シングルス
山川歩乃果（南部シャトル）ベスト
小野 輝莉（鶴岡ＪＢＣ） ベスト
清野 千里（米沢南部） 出場
森村 美友（山口） 出場
●４年生以下男子ダブルス
若月純一朗・加藤 悠雅（ 長井ＪＳＣ） ベスト
難波 瞳輝・斉藤
要（致道）２回戦進出
石川 巧人・風間 昊大（鶴岡六学区）出場
奥田 来人・今野
悠（いつき） 出場
●４年生以下女子ダブルス
黒坂 未来・髙橋 花菜（沼田） 三位
小林 桃子・佐藤 栞菜（ 鶴岡城北） 回戦進出
大滝 るな・芝田 優香（ 鶴岡城北） 回戦進出
原
愛・髙橋
心（米沢南部） 出場
●５年生以下男子ダブルス
島貫 壮陸・成澤 純太（ ふじかげ） ベスト
佐藤 昌樹・佐藤 良多（ 鶴岡六学区） ベスト
齋藤 羽温・佐藤 嘉高（ 鶴岡城北） 回戦進出
森谷 悠人・安孫子悠也（山口） 出場
●５年生以下女子ダブルス
伊藤 玲奈・佐藤 瑞姫（ 南部シャトル）二位
梅津 里妃・菊地 琉花（愛宕）四位
松田 奈々・榎本 美優（愛宕） 回戦進出
黒沢 風空・山川 結衣（ ふじかげ） 回戦進出
●６年生以下男子ダブルス
小林 隼人・佐藤 直紀（大山）ベスト
三浦 寛生・奥山 雄貴（沼田）ベスト
三浦 颯太・渡部 海翔（致道） 回戦進出
富樫 一光・本間 大煌（鶴岡六学区）出場
●６年生以下女子ダブルス
清野 鈴香・齋藤 優菜（ ふじかげ） ベスト
小川菜々美・加藤
結（広幡） 回戦進出
齋藤なごみ・秋山 瑠愛（致道） 回戦進出
横山
雅・梅津 さよ（長井ＪＳＣ）出場
～

岩手県奥州市奥州市総合体育館）

回全国高校選抜東北地区予選会

出場

高知県立県民体育館）

回全日本レディース選手権大会

全国大会
第
（２０１６・７・ ～
●都道府県対抗 出場
●クラブ対抗 ＡＬＬダイヤモンズ
ジップアリーナ岡山・岡山市総合文化体育館）

全国高等学校選手権大会
（ ２０１６・８・７～

●男子学校対抗 鶴岡工業 ２回戦進出
●女子学校対抗 山形城北 出場
●男子シングルス
山本 祐貴 出場
後藤 駿斗 出場
●女子シングルス
村山 可純 ２回戦進出
長島 聖梨 出場
●男子ダブルス
澁谷 光希・山本 祐貴 ３回戦進出
後藤 駿斗・佐藤 総飛 ２回戦進出
●女子ダブルス
村山 可純・岡田 梓沙 ２回戦進出
上野 杏菜・玉川 花音 出場

２回戦進出

第 回全日本教職員選手権大会 鳥取県大会
（ ２０１６・８・ ～
コカ・コーラウエスト
スポーツパーク体育館・鳥取産業体育館）
歳以上シングルス
尚仁 ベスト８
歳以上ダブルス
誠・上村 尚仁

回全国高等学校定時制通信制大会

●男子
上村
●男子
永岡

第

回全国小学生選手権大会

１６

（２０１６・８・ ～
小田原アリーナ）
●男子団体 出場
●女子団体 ２回戦進出
●男子シングルス
温井
敦（鶴岡南高）３回戦進出
鈴木 美波（鶴岡工業）出場
●女子シングルス
アドヴィンクラシャメン（霞城Ⅲ）２回戦進出
長谷川真利菜（霞城Ⅳ）出場
ＪＯＣ第 回全日本ジュニアバドミントン選手権
（ ２０１６・９・ ～
愛知県総合運動公園体育館）

柳沢 健一 出場
鈴木
渉 出場
● 歳以上女子シングルス
坂東真由美 二位
● 歳以上男子シングルス
冨樫
宗 ４回戦進出
上村 尚仁 出場
● 歳以上男子シングルス
永岡
誠 ２回戦進出
中沢 正幸 出場
● 歳以上女子シングルス
板垣 尚美 ２回戦進出
● 歳以上女子シングルス
勝木 章子 ２回戦進出
● 歳以上男子ダブルス
富澤
拓・佐藤 俊博 ２回戦進出
● 歳以上女子ダブルス
坂東真由美・林
小巻（熊本） 出場
● 歳以上男子ダブルス
渡部 泰之・中沢 正幸 ３回戦進出
● 歳以上女子ダブルス
沼澤 宏子・石井 和子 出場
板垣 尚美・斎藤智恵子 出場
● 歳以上女子ダブルス
笹原 智江・遠藤美代子 出場
沼澤真理子・東海林直美 出場
● 歳以上男子ダブルス
大場 宣一・浅沼 良雄（岩手） 出場
● 歳以上女子ダブルス
佐藤美代子・高橋寿美子 三位
● 歳以上男子ダブルス
武田藤一郎・鈴木 國夫 ２回戦進出
平方 孝夫・佐藤
秀（岩手） 出場
● 歳以上女子ダブルス
鈴木 正井・佐久間文子（福島） 三位
勝木 章子・鈴木 淑子（福島） 出場
● 歳以上女子ダブルス
遠藤 暁子・村上きよ子 ２回戦進出
● 歳以上混合ダブルス
渡部 泰之・沼澤真理子 ベスト
宍戸 文夫・石井 和子 出場
● 歳以上混合ダブルス
笹原 智江・高橋 輝彰（岩手）２回戦進出
髙橋 幸子・佐藤 正人（岩手） 出場
● 歳以上混合ダブルス
佐藤美代子・松倉 邦雄（東京） ベスト
● 歳以上混合ダブルス
阿部 伸一・重光 香苗（富山） 出場
● 歳以上混合ダブルス
鈴木 國夫・鈴木 正井 ２回戦進出
武田藤一郎・佐久間文子（福島）２回戦進出
平方 孝夫・仲道 雪枝（茨城） 出場
● 歳以上混合ダブルス
遠藤 暁子・千葉
進（宮城） 出場

第

27

第

東京都）

23

回戦進出

回全日本シニア選手権大会

１６

35

40

45

50

65

30

35

45

45

（２０１６・ ・ ～
滋賀県立体育館）
●男子団体（出場）
●女子団体（出場）
●６年生以下男子シングルス
大場 世嵐（出場）
●５年生以下男子シングルス
今田 竜大（２回戦進出）
●６年生以下女子シングルス
遠藤 心夏（ベスト８）
●５年生以下女子ダブルス
伊藤 玲奈・佐藤 瑞姫（出場）
●４年生以下女子ダブルス
黒坂 未来・髙橋 花菜（出場）
12
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（ ２０１７・１・
●男子学校対抗

8

●ジュニア男子シングルス
牛澤 晃太 出場
●ジュニア女子シングルス
長塚 葵衣 出場
●ジュニア男子シングルス
近藤 直希・牛澤 晃太 ２回戦進出
●ジュニア女子シングルス
小関 萌花・小関 杏奈 出場
●ジュニア新人男子シングルス
赤松大壱吉・島貫 陽仁 出場
●ジュニア新人女子シングルス
鈴木 育実 ２回戦進出
遠藤 心夏 出場
土門 海音 出場

第

14

出場

バドミントン山形 第52号

15

2

8

40

（２０１６・ ・ ～
● 歳以上男子シングルス
伊藤
大 ２回戦進出
佐藤 俊博 ２回戦進出
杉山 慶太 出場
● 歳以上男子シングルス
遠藤 保樹 二位
富澤
拓
12

8

8

2

2

2

2

山本学園
回戦進出
鶴岡工業
新庄北 出場
山形城北 出場

8

20

11

22

●女子学校対抗
山本学園 ベスト
鶴岡北
回戦進出
山形城北
回戦進出
山形西 出場
●男子ダブルス
佐藤 総飛・高橋 宏介（ 鶴岡工業） ベスト
牛澤 晃太・近藤 直希 (
出場
山本学園 )
●女子ダブルス
名村
怜・青柳 朱音（ 山形城北） ベスト
牧
優花・鈴木 野々（鶴岡北）出場
●男子シングルス
赤木 優佑（米沢工業） ベスト
安達 大眞（鶴岡工業） 出場
●女子シングルス
牧
優花（鶴岡北） 出場
長塚 葵衣（山形西） 出場
2

18

33

30

35

88

22

2

2

8

88

88

8

8

20

2

2

2

22

2
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平成 ２９ 年度
期

山形県バドミントン協会主要大会計画

日

大

会

名

会

場

年 月

日

曜日

29 4

9

日

全日本レディース選手権大会山形県予選会

山形県体育館

29 4

29

土

山形県高校春季選手権大会

山形県体育館

29 4

30

日

全国小学生ＡＢＣ県予選会

山形県体育館

29 5

3

水

山形県総合選手権大会

新庄市体育館

29 6

2～4

29 6

3

土

若葉カップ山形県予選会

山形県体育館

29 6

10

土

全日本シニア選手権県予選

山形県体育館

29 6

17

土

山形県高校定時制通信制大会

小真木原総合体育館

29 7

金～日 山形県高校総体

小真木原総合体育館・藤島体育館

14～16 金～日 国体県予選

29 7

23

29 7

日

県総合運動公園

ジャワ杯県シニアＭＩＸ団体戦大会

21～23 金～日 山形県中学校総体

東根市体育館
山形県体育館

29 8

11

金

ＪＯＣ全日本ジュニア山形県予選会

小真木原総合体育館

29 8

26

土

県小学生学年別選手権大会兼東北大会県予選会

山形県体育館

29 9

3･9

29 10

1

日

山形県少年少女スポーツ交流大会

新庄市体育館

29 10

21

土

山形県中学校新人大会

山形市スポーツセンター

29 11

4～5

29 11

23

木

ジャワ杯県高等学校選手権大会

山形県体育館

29 11

23

木

山形県スポーツ少年団交流大会

新庄市体育館

日・土 さくらんぼ杯兼東北レディース県予選会

土～日 山形県高校新人大会

山形県体育館

山形市スポーツセンター

29 12 24～25 日～月 バドミントンチャンピオンシップ2017

山形県体育館

30 1

20

土

ラケットショップ杯山形県中学生大会

山形県体育館

30 2

3

土

山形県小学生シングルス大会

山形県体育館

30 2

10

土

山形県高校生あすなろ大会

山形県体育館

※大会計画は広報誌作成時点のものですので、日程・会場は変更となる場合もあります。

28

29

編 集 後 記

広報委員長
髙橋耕太郎

平成 年度は、山形県バドミン
トン界にとって素晴らしいニュー
スが飛び込んだ年となりました。
鶴岡出身の五十嵐優選手が、全
日本のＡ代表のメンバーに選出さ
れたのです。今後国際大会への出
場も多くなり、益々忙しくなると
思いますが、本県バドミントン界
の希望の星として、また、バドミ
ントンプレーヤーの憧れの的とし
て、来る東京五輪での活躍を目指
して頑張ってほしいと思います。
また、平成 年度は、南東北イ
ンターハイが本県で開催されま
す。全国から訪れる一級の素晴ら
しいプレーを間近で見られるまた
とない機会です。ぜひ会場に足を
運んで、本県選手の応援もお願い
したいと思います。
最後に、平成 年度忘れられな
い事柄として、前理事長の米山正
和氏が帰らぬ人となりました。東
北総体の宿舎にその訃報が届きま
したが、米山氏の生前の御労苦に
感謝するとともに、心からご冥福
をお祈りしたいと思います。
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