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運 ９ 割 の 勝 利
香川バドミントンスクール監督　吉　川　和　孝　

　香川スクールとして男女合わせて通算11回目の優勝
でした。どの優勝にも運が最低でも50％以上ありまし
た。今回は運が100％といっても間違いではないような
勝利でした。
　予選リーグ初戦、対　出羽バドミンタン戦で２−２か
ら最後の５年シングルス、１ゲーム目を軽く取られ、そ
れも内容が悪すぎました。２ゲーム目16−10で負けて
いたと思います。その時、相手の選手のちょっとしたし
ぐさを見て、ひょっとしたら体力の限界にきているので
はと思い大きく振りながらラリーをしろと指示したところ
２ゲーム目を逆転で取りファイナルで勝てました。もう
一度対戦すれば負けると思います。決勝トーナメントに
あがり合言葉は「最終日まで残ろう」でした。広島安佐
ジュニアに何とか勝ち、最終日。コーチたちと「女子の
分まで頑張ろう」に合言葉を変え、「メダルになればい
いね」と話していました。女子は５年のエースが怪我で
出場できず涙をのんでいました。準々決勝は何とか勝
利でき私は満足していました、それと言うのも次の横で
している対戦相手を見て３−０か３−１で負けと内心見て
いました。
　準決勝、Ｄｒｅａｍ．ｊｒのオーダーを見て４年のシングル
スが６年のダブルスに回っていて、もしかしたらと微か
な希望を抱きました。
　この時、過去の優勝経験を思い出しました。最初の
優勝がアベック優勝でした、女子の優勝は狙っていま
したが、男子が優勝できるとは思ってもいませんでした。
その時も相手がオーダーを変えてきての勝利でした。
　最後の優勝から14年間のブランクが私から闘争心を
疑心（このチームではここまで）に変えていたことに気が
付き、選手たちに申し訳なく、私自身に火をつけてくれ
ました。
　全国の親しい指導者から孫が出来てから「あまくなっ
たね！」と言われ、なるほど、孫が14歳。スクールＯＢ
からは「なんで今の怒らんの」と言われて14年、ある日、
練習でダッシュをしたところ孫が「ダッシュをするのなら
やめる」と言われダッシュをしなくなって10年。今では

１〜２歳の幼児担当、ディズニーランドのプーさんです。
　しかし２年ほど前から私の長男の大助がスクール全
体を見るようになり、大助を慕うＯＢ達もコーチ陣に加
わり充実した練習が戻ってきています。
　話は戻りますが、隣でしているもう一つの準決勝は
石ヶ瀬と永井クラブで永井クラブが出てくれば、今度
こそ３−０の負けだと見ていたら石ヶ瀬が決勝の相手
に、永井クラブとは近県の為、一度、練習試合をして
いて、６年・４年の平田兄弟に歯が立っていませんで
した。こちらの５年ダブルスは４年３年のペアで、勝ち
を期待する方が間違っていました。
　石ヶ瀬とは組みやすいチームでした、石ヶ瀬が弱い
チームと言っているわけではありません。オーダーで勝
ち負けが試合ごとに解りやすいという意味です。スクー
ルの今年の男子は初戦からオーダーの変えようのない
チームでした。４年シングル・６年ダブルス・５年シン
グルスは取れると判断し、やって観なければわからな
いのが６年シングルス、うまくいけば３−１、悪くても
３−２の勝ちとみて決勝に臨みました。
　若葉カップは運がなければ、優勝はおろかメダルに
も届かない大会だと思いださせてくれた大会でした。私
は若葉カップに指導者としてのスキルを育てていただき
ました。今回の大会で昔の志を思い起こさせてもらい、
ますます若葉カップが好きになりました。
　若葉カップを知らない、興味のない指導者の方、ぜ
ひ挑戦してください。



平成26年度の大会記録

第30回若葉カップ全国小学生バドミントン大会
（主催：日本協会・日本小学生連盟・長岡京市）

平成26年８月１日〜４日／京都府長岡京市・西山公園体育館

【男子の部】
　優勝　香川スクール	 （香川県）・・・４回目
　２位　石ヶ瀬　　	 （愛知県）
　３位　Ｄｒｅａｍ.Ｊｒ	 （福井県）
　　　　永井クラブ	 （岡山県）

【女子の部】
　優勝　橿原ジュニア	 （奈良県）・・・２回目
　２位　大垣北ＢＳＳ	 （岐阜県）
　３位　広幡バドキッズ		（静岡県）
　　　　はりーあっぷ	 （愛知県）

　このたび若葉カップの「第30回」という節目の大会で優勝
できたことに大きな喜びを感じるとともに、この結果に一番
驚いているのが当の私達ではないかと思います。といいます
のも、今回のチームは６年ダブルスの篠原七緒、松本佳苗
ペアの全小３位という戦績はありましたが、その他のメンバー
は全国大会で上位の戦績を持つ者はいなかったからです。
　そんなチームだからこそ、私たちが普段の練習の時に子
供達に言ってきたのは、「あなたたちは、そこそこバドミント
ンが上手ではあるけれど、とびっきり上手でも、強い子達で
もないから、勘違いせずに、本当に上手で強い子になれる
ようにしっかり練習しよう」ということでした。
　とは言っても相手は小学生ですから、毎回の練習をしっ
かりと集中して取り組み続けることはなかなか難しいのが現
実です。そんな時に「そこそこで、いいの？それで勝てるの？」
という問いかけを繰り返しました。
すると少しずつですが、その問いかけをする回数が減ってき
て、集中して練習に取り組める子が増えてきました。特に若
葉カップのレギュラーメンバーの子供達から、「本当に上手
で強い子になって勝つんだ！」というような気持ちを感じとれ
るようになりました。
　そのような状態で若葉カップ本番を迎えたのですが、６
年生が２人しかおらず、何とかやりくりしながら３位になった
前年と違い、今回はほぼ不動のオーダーで臨みました。私
たちコーチ陣が「ここはこの子しかない」と自信を持って送り
出せた試合が多かったのです。
　前述の６年ダブルスの２人はもちろんのこと、６年シング
ルスの坂中琴音、５年ダブルスの貴志夢奈、梅本実香は全
試合出場で全勝。４年シングルスの古根川美桜も出場試合
全勝。５年シングルスの岡本奈夕も粘り強く頑張り、６年の
杉山優菜、４年の鈴木彩加も出場機会は少なかったものの、
最後まで気持ちを切らさずに応援も頑張ってくれました。そ
れぞれが自分の役割を理解して、果たした結果の優勝だっ
たと思います。
　「この子なら勝ってくれるだろう。この子で負けるのなら仕
方ない。」そんな気持ちで送り出せる子供たちになってくれて
いたのです。
　予選、決勝トーナメント１回戦、２回戦、準決勝と目の
前の試合を全力で戦い勝つことに集中していたら、決勝に
勝ち上がっていたというのが正直なところでした。決勝戦を

前に子供たちには、「ここまで来たら勝つしかない。そこそ
こが力を合わせたら勝てるんやっていうことを見せたり！」と
言って送り出しました。
　そして優勝が決まった瞬間、本当にうれしかったのです
が、「この子たちで勝ったんだ……。」という不思議な気持ち
になったのも事実です。
　優勝後、子供たちに「あなた達は今日勝ったから、もう、
そこそこの子じゃないな。だいぶ強い子に格上げや、おめで
とう!!」と声をかけました。
　今回、若葉カップで優勝して改めて思ったことは、若葉カッ
プは団体戦であるがゆえに、小学生の子供達がみんなの力
を合わせて頑張れるという魅力のある大会であるということ
です。私達、橿原ジュニアがどのチームにも負けていなかっ
たのは、チームの仲間を全力で応援することだったかもし
れません。
　とびっきり強くはないけれど、バドミントンが好きで、楽
しみながら、時には涙しながら、一つの目標に向かって仲
間と一緒に頑張り、成し遂げる楽しさ喜びを、子供たちは
知ってくれたのではないかと思います。
　そして頑張っている子供達をサポートすべく、親も指導者
も共に頑張る。優勝後、普段はポジティブな松村監督が言
葉に詰まって涙された姿を見て、子供たちは笑いながらも、
もらい泣きしていました。監督はじめ、コーチや親たちが自
分たちのために一緒に頑張ってくださっているということを、
わかっているのです。
　今回の優勝は、日々頑張り続けた子供達、それを見守っ
た保護者や家族、そして子供たちの可能性を信じて指導し
てきた監督、コーチ陣、みんなの力が集結して成し遂げら
れたものだと思っています。
　この貴重な経験を生かし、今後もさらなる飛躍ができる
ように頑張りたいと思います。

橿原ジュニアバドミントンクラブ　　
コーチ　坂　中　治　子　

『みんなの力』で成し遂げた若葉カップ優勝!!



第15回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会
（主催：日本協会・日本小学生連盟・八代市）

平成26年8月15日〜17日／熊本県八代市　八代市総合体育館ほか

第23回全国小学生バドミントン選手権大会
（主催：日本協会・日本小学生連盟）

平成26年12月25日〜29日／新潟県新潟市  新潟市東総合スポーツセンターほか

【男子Ａクラス（５・６年生）】
　優勝　内野　陽太	（埼玉県）
　２位　稲光翔太郎	（茨城県）
　３位　柴田　拓実	（東京都）
　　　　山下　啓輔	（兵庫県）

【男子Ｂクラス（３・４年生）】
　優勝　崎野　翔太	（北北海道）
　２位　大垣　空也	（栃木県）
　３位　櫻井　煌介	（栃木県）
　　　　平田　璃月	（岡山県）

【男子Ｃクラス（１・２年生）】
　優勝　松川　健大	（神奈川県）
　２位　高木慎二郎	（岐阜県）
　３位　勝又　翔哉	（静岡県）
　　　　野村　歩夢	（東京都）

【女子Ａクラス（５・６年生）】
　優勝　郡司　莉子	（東京都）
　２位　森山　紗帆	（熊本県）
　３位　内田　美羽	（神奈川県）
　　　　横内　美海	（山梨県）

【女子Ｂクラス（３・４年生）】
　優勝　伊藤　　歩	（北北海道）
　２位　明地　陽菜	（大阪府）
　３位　後藤　咲々	（茨城県）
　　　　中根明日香	（埼玉県）

【女子Ｃクラス（１・２年生）】
　優勝　樋口　吹羽	（徳島県）
　２位　砂川　温香	（千葉県）
　３位　本田　希藍	（長崎県）
　　　　横内　美音		（山梨県）

【都道府県対抗団体戦：男子の部】
　優勝　新 潟 県　　　目﨑駿太郎・武田　航太・阿部　大輔
　　　　（初優勝）　　　矢田　武蔵・後藤　　空・土田　琉聖
　２位　神奈川県
　３位　佐賀県・石川県
　５位　岐阜県・長崎県・茨城県・岡山県

【都道府県対抗団体戦：女子の部】
　優勝　東 京 都　　　郡司　莉子・戸﨑　雪穂・松永　千怜
　　　　（初優勝）　　　麻生なつみ・小野里かなう・大澤　陽奈
　２位　茨城県
　３位　宮崎県・新潟県
　５位　愛知県・熊本県・栃木県・福岡県

【６年生男子シングルス】
優勝　稲光翔太郎（茨城県・明野ちびバド）

２位　内野　陽太（埼玉県・鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

３位　武田　航太（新潟県・はちみつジュニア）

　　　山下　啓輔（兵庫県・ＴＯＭＯジュニア）

【５年生男子シングルス】
優勝　武井　凜生（東京都・青梅ジュニア）

２位　佐藤　椎名（青森県・マジッポズジュニア）

３位　竹澤　陽生（福井県・Ｄｒｅａｍ.Ｊｒ）

　　　荻原　聖也（栃木県・今市ジュニア）

【４年生以下男子シングルス】
優勝　平田　璃月（岡山県・永井クラブ）

２位　岩野　滉也（愛知県・西尾ジュニア）

３位　崎野　翔太（北北海道・あすなろ）

　　　大田　隼也（富山県・高岡ジュニア）

【６年生男子ダブルス】
優勝　木田悠斗・中村　舜（福井県・勝山チャマッシュ）

２位　藤谷虎太朗・石田悠斗（石川県・野々市ジュニア）

３位　河辺颯真・志賀伊吹（愛知県・Ｔ-ＪｕｍｐＪｒ）

　　　永渕雄大・金子琉聖（佐賀県・川上ジュニア）

【５年生男子ダブルス】
優勝　野口翔平・小原　輝（東京都・たなしＭＡＸＪｒ）

２位　岡田啓太朗・池田真那斗（香川県・香川スクール）

３位　中野文哉・南茂斗羽（福井県・勝山チャマッシュ）

　　　中谷壱心・黒川陽平（福井県・Ｄｒｅａｍ.Ｊｒ）

【４年生以下男子ダブルス】
優勝　林　顕吾・櫻井煌介（栃木県・宇都宮ダッシングクラブ）

２位　鴻江翔伍・佐々木大樹（新潟県・佐渡ジュニア）

３位　片山裕翔・犬嶋宏介（北北海道・東光小少年団）

　　　山腰悠太・石崎太一（福岡県・海老津ジュニア）

【６年生女子シングルス】
優勝　郡司　莉子（東京都・TEＡＭ	ISHIBＡ	ＪＡPＡN）

２位　森山　紗帆（熊本県・菊陽ジュニア）

３位　中静　朱里（栃木県・宇都宮中央ジュニア）

　　　金廣　美希（山口県・Ｂｅｅｋｉｄｓ）

【５年生女子シングルス】
優勝　杉山　　薫（茨城県・ハルトノ）

２位　梅田莉々子（愛知県・岡崎ジュニア）

３位　大澤　陽奈（東京都・たなしＭＡＸＪｒ）

　　　小野　涼奈（群馬県・強戸ジュニア）

【４年生以下女子シングルス】
優勝　吉川　天乃（岡山県・Ｎラインクラブ）

２位　寺島　成美（岐阜県・各務原ジュニア）

３位　明地　陽菜（大阪府・瓜破西ＳＳＣ）

　　　室屋　奏乃（福岡県・ＪＢＣ小倉）

【６年生女子ダブルス】
優勝　宮下澪奈・宮下彩奈（茨城県・吉原）

２位　鈴木彩也花・内田優衣（静岡県・広幡バドキッズ）

３位　播磨朋奈・岡田恭佳（石川県・中島ジュニアＢＣ）

　　　成冨稀咲・下村理華（佐賀県・牛津ＪＢＣ）

【５年生女子ダブルス】
優勝　八角真帆・秋庭夢来（埼玉県・蓮田サウスシャトラーズ）

２位　福田紗奈・石井なつみ（神奈川県・横浜白山スポ少）

３位　宮本蒼依・東山夕姫（兵庫県・ＮＡＫＡＯＪ.Ｂ.Ｃ）

　　　石橋結子・古茂田倭子（茨城県・成沢）

【４年生以下女子ダブルス】
優勝　岩西真那・藤田美咲（東京都・Tｅａｍｌｏｖｅｒ）

２位　千北梨花子・今村　涼（福岡県・荘島クラブ）

３位　糸永奈保・城戸美潤（福岡県・海老津ジュニア）

　　　小山日咲・太田温彩（宮城県・多賀城ジュニア）



　今回の優勝はとてもうれしかっ
たです。それは念願の日本一にな
れたからです。初めて全国小学生
選手権大会に出場したのは、去年
五年生の時で、準決勝まで進みま
したが負けてしまいました。その
時表彰式で、六年生が文部科学
大臣賞の大きなカップをもらって
いるのを見て、自分も来年は優勝

してあのカップをもらいたいと思いました。そしてその日か
ら今大会まで練習を全力で頑張ってきました。
　僕がバドミントンを始めたのは四才の時。兄の練習につ
いて行く毎日で、ラケットで打つことや遠くに飛ばすことが
楽しくて仕方ありませんでした。小学一年生の県大会で優
勝してからさらに楽しくなり、もっと強くなりたいと思い始め
ました。でもその後の県大会では今もライバルの山下君に
勝てず、なかなか全国大会に出場できませんでした。四年
生の冬に山下君が引っ越すことになり、「必ず全国で会お
う。」と約束をしました。今のままでは約束が守れないと思
い、自主練、フットワーク、走り込み、体幹などをがんばり、
少しずつ自信がついてきました。
　そして五年生の関東大会で優勝し、全国大会に出場で
きて三位になり、Ｕ13の強化指定選手に選ばれました。Ｕ
13では、味の素での強化合宿、海外遠征などに参加させ
てもらいました。海外遠征では初めて海外の人と練習や試
合をしてすごくためになりました。関東アスリートアカデミー
では走り込み、フットワーク、ノック、パターン練習が多く
すごくきつい練習でしたが、コーチの指導のもとしっかり練
習できました。
　優勝を目指したＡＢＣ大会では二位という結果でした。去
年より順位が一つ上がったけど、すごく悔しかったです。大
会が終わってすぐに「全小に向けてがんばろう」と思い、全
力で練習しました。Ｕ13合宿でコーチから技術や気持ち面
などを学び、アカデミーではフットワークやノック練習など
声を出して全力でやることや挨拶、返事、マナーの大切さ
を学びました。
  今大会ではこれまでの経験を力にし、自分の力を全部出
して、みんなに見せるプレーをして優勝することを目指しま
した。でも決勝の時は、緊張してしまい一ゲーム目は自分
の思い通りのプレーができませんでした。二ゲーム目のイン
ターバルの時に監督から、「負けてもいいから自分の力を全
て出そう。」と言われ、気持ちを切り替えて思い切ってでき
ました。その結果、あこがれの大きなカップを手にするこ
とができました。
　この優勝までには、みんなの応援、監督やコーチ、チー
ムのみんな、ライバルとの約束、そして家族などたくさんの
人の支えや協力がありました。みんなに心から感謝してい
ます。本当にありがとうございます。この感謝の気持ちを忘
れずに、これからも常に目標を立てそれに向かって一生懸
命努力を続けたいと思います。そしていつも礼儀正しく、誰
からも愛される選手になりたいです。「オリンピックのメダリ
スト」の夢の実現に向けて、これからも頑張りたいと思います。

　全国小学生大会を３連覇できて
とても嬉しかったです。というの
も、４年前のＡＢＣ大会Ｃクラス優
勝の時から、ＡＢＣ各クラス優勝
と、全小３連覇が私の中の大きな
目標だったからです。全国大会を
通じて学んだことがいくつかありま
す。３年生の釧路大会では、準々
決勝で前半大きくリードし、「もう何とかなる」という気のゆ
るみから逆転負けをしました。とても悔しい思いをしました
が、どんなにリードしていても決して油断してはならないこ
とをその時学びました。５年生のＡＢＣ大会では直前の韓
国遠征で体調を崩し、一週間寝たきりとなってしまい、全
く力を出せませんでした。体調を崩してしまったらその時点
で負け、自己管理の大切さを学びました。６年生のＡＢＣ
大会では優勝はできたものの、大苦戦ばかりで、嬉しいば
かりではなく、ライバル達との差が縮まったことに対し、あ
せりと悔しさがありました。振り返ると今までの結果に満足
し、危機感が足りず、技術面と体力面において進化できて
いなかったことと、大事な所で連続ミスをしてしまう「心の
弱さ」が原因だと気づきました。６年生最後の全小は「圧倒
的に勝つ！」を目標に、この四ヶ月間石場監督指導のもと
技術、体力面の課題に一生懸命取り組みました。精神面は
秋庭コーチの支えで、大事な場面で今までより平常心を保っ
て試合できるようになりました。チームメイトの応援も大き
な心の支えとなりました。今回目標であった３連覇を成し遂
げることができたのは、そのおかげだと思います。バドミン
トンを通じて、人として成長するために、私が大切だと思う
ことは三つあります。一つは「感謝の心」です。挨拶、礼儀、
マナーを基本とし、良い結果の時に感謝するのはごく普通
のことなので「今の自分があるのは？」という気持ちをいつ
も忘れずにいたいと思います。二つめは「自立」することで
す。日頃から我慢と判断力をみがいておかないと、大事な
場面で一点が欲しい時に点を取ることはできません。その
ためには日常生活の一つ一つから、できる限り手を借りず
に自分で行うことが重要だと思います。三つめは「目的・目
標」を明確にすること。目標をかかげ、それに対し足りな
い部分を課題とし取り組んでいくこと。日頃からただ何とな
く練習するのではなく、その練習の目的を意識し、試合と
同じプレッシャーを想定しながら、常に全力で練習に取り
組むことが重要だと思います。私はこれまで「こうしなさい」
と教えられたことを一生懸命やってきました。でもそれで
は小学生の内は良くても、この先は通用しないと思ってい
ます。今までと同じ努力の量でこれからも勝てると決して勘
違いすることなく、どんなことも自分で考え、判断して行動
していきたいと思います。その中で目標を一つ一つクリアし、
オリンピック出場の夢をつかみ取りたいと思います。

　６年男子シングルス優勝
茨城県　明野ちびバド　稲　光　翔太郎　

　６年女子シングルス優勝
東京都　TEＡM ISHIＢＡ JＡPＡN　郡　司　莉　子　

全国小学生選手権



日本小学生バドミントン連盟　　　　　　　　　
選手強化部　部長　中　口　直　人　

2014年日本小学生バドミントン連盟
強化部の事業報告

　第13回日小連強化合宿では、平成26年８月17日から20
日にかけて八代市総合体育館で開催されました。例年通り
ＡＢＣ大会後スタートしました。強化コーチとして日本ユニシ
スの清水コーチを招き、「基本の振り返り、見直し」に取り
組みました。
　①フットワーク　②ノック　③パターン練習　それぞれ
の練習は、つながりを持って行われました。特筆すべきは、
各項目の始めに行う説明と実技見本、清水コーチのそれは
①フットワークの時点でスマッシュ アンド ネットをやってい
るように見え、その動きを変えることなく②ノック そして③

パターン練習へとラケットスイング、動き出しのステップ、ヒッ
トポイントへの飛び込みは迫力を持って伝わって来ました。
子どもたちの取り組みに当然期待し、要求されました。し
かし、「技術がかなり高まってきた割にイメージが不足して
いるのは何故でしょう？」というのが、清水コーチの率直な
感想でした。
　さて私たち、選手、大人と子ども、バランスの取れた成
長を強化として、次につなげたい気持ちで合宿を終了しま
した。



平成26年度の専門部事業

	選手強化部
　１）平成26年度日本小学生バドミントン連盟強化合宿

　　①　平成26年度第２回Ｕ－13選抜強化合宿

　　　　　　　　　　　　　　…………………８月４日〜７日／京都府長岡京市　西山公園体育館（京都府長岡京市）

　　②　第13回日小連強化合宿…………………８月17日〜20日／熊本県八代市　八代市総合体育館

　２）平成26年度日本小学生バドミントン連盟ブロック普及事業（補助金交付）

　３）平成26年度日本協会　選手強化本部事業

　　①　2014年ジュニアナショナルＵ－13強化指定選手　強化合宿………５月21日〜27日／ＮＴＣ

　　②　2014年ジュニアナショナルＵ－13強化指定選手　強化合宿………６月14日〜20日／ＮＴＣ

　　③　第２回日台小学生交流競技会…………………………………………６月30日〜７月５日／ＮＴＣ

　　④　2014年ジュニアナショナルＵ－13強化指定選手　強化合宿………10月１日〜７日／ＮＴＣ

　　⑤　マレーシア交流会…………………………………………10月31日〜11月４日／マレーシア・クアラルンプール

　　⑥　2015年ジュニアナショナルＵ－13強化指定選手　強化合宿………１月25日〜28日／ＮＴＣ

　　⑦　第３回日台小学生交流競技会…………………………………………２月26日〜３月２日／台湾・台北市

 指導育成部
　１）指導者講習会《巡回指導》の開催（ヨネックス協賛事業）

　　① ４月27日　　　沖縄県小学生バドミントン連盟（宜野湾市勤労者体育センター）
　　② ６月29日　　　佐賀県バドミントン協会小学生専門部（小城市牛津体育センター）
　　③ ９月21日　　　山梨県小学生バドミントン連盟（甲府市立甲府商業高校体育館）
　　④ 10月11・12日　　愛知県小学生バドミントン連盟（愛知県美浜少年自然の家）
　　⑤ 10月13日　　　石川県小学生バドミントン連盟（石川県医王山スポーツセンター）
　　⑥ 11月１・２日　　福岡県小学生バドミントン連盟（日産自動車九州工場体育館）
　　⑦ 11月９日　　　高知県小学生バドミントン連盟（南国市三和スポーツ交流センター）
　　⑧ 11月15・16日　　北海道小学生バドミントン連盟（深川市総合体育館）
　　⑨ １月12日　　　岐阜県小学生バドミントン連盟（笠松町総合体育館）
　　⑩ １月18日　　　三重県小学生バドミントン連盟（津市誠之小学校体育館）
　　⑪ １月24日　　　香川県小学生バドミントン連盟（高松市香川総合体育館）
　　⑫ ２月15日　　　栃木県小学生バドミントン連盟（宇都宮市宇都宮北高校体育館）

 医科学研究部
　１）スポーツ医科学講義の実施

　　指導育成部の実施する指導者講習会（巡回指導）とタイアップした形で平成26年度は５回の講義を実施した。
　　① ４月26・27日　　沖縄県小学生バドミントン連盟講習会　　担当　北山吉明（医師）
　　② ６月７・８日　　島根県バドミントンジュニア連盟講習会　担当　北山吉明（医師）
　　③ 10月12日　　　愛知県小学生バドミントン連盟講習会　　担当　北山吉明（医師）
　　④ 10月13日　　　石川県小学生バドミントン連盟講習会　　担当　北山吉明（医師）
　　⑤ 11月15・16日　　北海道小学生バドミントン連盟講習会　　担当　置塩良政（医師）

　２）スポーツ歯科研究

　　「小学生バドミントン選手の咬合機能とパフォーマンス」　　担当：坂東陽月（歯科医）
　　　　　第23回全国小学生バドミントン選手権大会にて測定　　平成26年12月25〜29日　新潟県新潟市

　３）小学生スポーツ障害110番

　　① 足根骨骨嚢腫に関する相談
　　② 膝、踵の痛みの出現しない練習法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上の２件の相談あり。



平成27年度の事業計画

　５月24日、味の素ナショナルトレーニングセンターにおいて開催された定期総会において平成27年度の事業計画及
び予算が承認されました。総会には会長をはじめとする理事・都道府県代議員あわせて45名が出席しました。

 主催大会の開催
　１）第31回若葉カップ全国小学生バドミントン大会（京都府長岡京市）……７月31日〜８月３日

　２）第16回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会（熊本県八代市）……………８月14日〜16日

　３）第24回全国小学生バドミントン選手権大会（福岡県北九州市）…………12月23日〜27日

　【28年度大会開催予定】　「第32回若葉カップ」京都府長岡京市　　「第17回ＡＢＣ大会」熊本県八代市

　　　　　　　　　　　　「第25回全小大会」滋賀県大津市

 選手強化部
　１）平成27年度日本小学生バドミントン連盟強化合宿

　　①	第３回Ｕ－13選抜強化合宿（日バと共催）…………８月３日〜６日／亀岡運動公園体育館（京都府亀岡市）

　　②	第14回選抜強化合宿……………………………………８月16日〜19日／八代市総合体育館（熊本県八代市）

　　③	海外遠征…………………………………………………未定

　　④	ブロック普及事業（強化合宿等）への補助金交付……………普及事業は各ブロックで計画・実施

　各ブロック連盟が実施する合宿などの普及・強化事業に対して日本小学生バドミントン連盟が補助金を交付
するもので、平成19年度から始まった事業です。補助金は選手個人登録者数に応じて決定しています。平成20
年度から賛助金の50％を上乗せし、基準単価は平成26年度に改定しました。

　２）平成27年度日本協会　選手強化本部ジュニア強化部事業（予定）　

　　①	ジュニアナショナルチーム（Ｕ－13）女子強化合宿　　５月７日〜13日　ＮＴＣ

　　　	　　　　　　　　　　　　（Ｕ－13）男子強化合宿　　６月16日〜22日　ＮＴＣ

　　　	　　　　　　　　　　　　（Ｕ－13）強化合宿　　　　10月11日〜17日　ＮＴＣ

　　　	　　　　　　　　　　　　（Ｕ－13）強化合宿　　　　２月２日〜８日　ＮＴＣ

　　②	日・台小学生交流競技会　　　　　　　　　　　	　　未定

　　③	韓国ジュニアオープン　　　　　　		直前合宿　　　　11月17日〜21日　ＮＴＣ

　　　	　　　		　　　　　　　　　　　　　競技会　　　　　11月21日〜30日　韓国・高陽市

 指導育成部
　１）指導者講習会《巡回指導》の開催（ヨネックス協賛事業）

　　平成27年度の開催は15 〜 20ヵ所を予定

 医科学研究部
　１）スポーツ医科学普及指導活動

① 指導普及部と協力して、全国都道府県の指導者および保護者に対して巡回指導（実技及び講義）を実施する。
② 本年度実施回数は６回を予定している。
③ 講義内容は医科学全般を対象とするが、希望のあった項目を優先する。内容としてはスポーツ医学、スポーツ

障害学、栄養学、バイオメカニクス、トレーニング理論と実際、スポーツ歯科、スポーツと脳、メンタルトレー
ニング、トレーナーによるコンディショニング、などである。

④ 依頼を頂いた都道府県に出向し、指導する。
　２）医科学研究活動

　スポーツ歯科研究を今年度も継続して実施する。
　発育期にあるジュニアバドミントン選手の口腔内調査を通して、スポーツ活動に必要な歯科的問題を掘り起こ
し、より高いパフォーマンスにつながる、歯のメンテナンスなどについて研究する。咬合力とスポーツ能力の関
連についてさらに研究を進める。

　３）小学生のスポーツ障害110番の開設

　日本小学生バドミントン連盟に所属する小学生の指導者で、対処に困っているスポーツ障害やその他、発育や食
事等の医科学的疑問について、下記のメールアドレスに質問をいただければ、医科学研究部員が回答を返信します。

　　　　　　　　メールアドレス：sp7ｅ26q9@ｒicｅ．ocn．nｅ．ｊp　　医科学研究部　北山　吉明

 その他
　１）広報活動

　　① 賛助会会報『小学生バドミントン通信　第15号』の発行
　　② インターネット　公式サイトの管理運営



日本小学生バドミントン連盟　事務局
　　 〒068－0025　北海道岩見沢市５条西13丁目20番地　下野和義　気付
　　　　　　　　 TEL：0126−25−0089　FＡX：0126−25−4710
　　　　　　　　 http://www．syoubａd．ｊp　E-ｍａil：shiｍono@syoubａd．ｊp

日本小学生バドミントン連盟　平成27・28年度役員　（平成27年5月24日改選）

会　　長：籾井勝人
副　会　長：北山吉明　　尾藤宏治
理　事　長：能登則男
副理事長：小国俊之　　松田新二郎　中口直人
常任理事：白浜義次　　上田敏之　　吉川和孝
　　　　　遠藤宏一（東北）　　稲津　悟（九州）

理　　事
　　（北海道）熊谷敏夫　　（関　東）佐倉和明
　　（北信越）伊藤　薫　　（東　海）永井与志夫
　　（近　畿）松村宏則　　（四　国）藤本　伸
　　（中　国）山下新一　　（若　葉）立野誠次
　　（会　計）福永正弘　　（事務局）下野和義

※平成27年度も引き続き「賛助会員（１口3,000円）」を募集しています。賛助会の申込み及び会費の振込みは下記へ
お願いします。
【新規の場合「申込書」送付先】　〒503－0982　岐阜県大垣市久徳町339　福永正弘　宛
【会費の振込先】　継続・新規とも下記の口座へお願いします。
　　　　　　　　　　郵便振替口座　　「00870－3－88151　日本小学生バドミントン連盟」
　　　　　　　　＊　通信欄にクラブ名・代表者名あるいは個人氏名をご記入ください。
　　　　　　　　＊　赤色の振込用紙にご記入の上、できるだけ郵便局の振込機械をご利用ください。

【北海道】南空知協会／熊谷敏夫／釧路ジュニア少年団／芽室町少年団／岩見沢JUNIOR／田仁クラブ／あすなろ／東
光小少年団／深川多度志少年団／ＳＡ東・羽倶楽部／北斗上磯ジュニア／北見市少年団／登別スポ少／聚富ジュニア　

【青森県】青森県小学生連盟（３口）　【宮城県】湯村治夫（１万円）　【山形県】山形県小学生連盟（10口）／遠藤宏一　
【埼玉県】シャトラーズスポ少／イーストフレンドスポ少／埼玉栄中高校／能登則男（８口）／大内義光／出羽Ｊ／チャレン
ジャー／志木ジュニア／行田／鳩ヶ谷ウィングス／三郷ダックスジュニア／春日部白翔／川口朝日クラブジュニア　【千葉
県】小山義夫（１万円）　【東京都】平川卓弘（１万円）／上田敏之／増田英男（１万円）　【神奈川県】関根義雄（１万円）
／大清水スポ少／神奈川県小学生連盟（５口）／浅見　勇（５口）　【富山県】堀川南ジュニアクラブ（２口）　【石川県】中
央ジュニア／松田新二郎（１万円）／北山吉明（１万円）／野々市ジュニア／中島ジュニア　【静岡県】富士山／羽球友の
会大井川Jｒ／六合ジュニア／伊東ワールド （３口）／広幡バドキッズ／藤枝Jｒクラブ　【愛知県】はりーあっぷ（７口）／
中口直人（５口）／石ヶ瀬スポ少／北山東山ファミリー／ウィスタリアジュニア（２口）／師勝ジュニア （３口）／愛知県小
学生連盟／永井与志夫（３口）／日進ジュニア／ TOYOKＡWＡ Jｒ／吉田恵之（３口）／くすの木少年団／犬山ドリーム
スポ少／大野スポ少／田安武男／名古屋スポ少／長久手ジュニア／羽っ子ＣLUＢ／ T-Juｍp Jｒ／盛田幸子／間瀬孝子／
水野芳彦　【三重県】高橋克彦／有緝スポ少／笹川ジュニアスポ少／誠之スポ少／三重県協会小学生連盟／下倉輝夫／
高茶屋スポ少／梅本洋平／北村　元／明倫スポ少／川越町スポ少／三重ジュニア／明生Jｒ／厚生クラブ／勢和ジュニア
／南島　【岐阜県】尾藤宏治（５口）／大垣静里少年団／尾藤英邦（３口）／三浦公雄（３口）／尾藤伸治（３口）／大
野ジュニアスポ少／多治見ジュニア／岐南東 ＢＣ/大垣北ＢＢS／池田SSＣ／神戸町少年団／大垣東スポ少／羽島市スポ
少（３口）／大垣中川少年団／高山ジュニア／大垣安井ＢSS／垂井JSＣ／ Koｊiｍａ ＢＣ（５口）／茜部Jｒ／びとう会／福
永正弘（３口）　【京都府】坪内正一（２口）／小泉和子／長岡京市スポ少（３口）／川本末夫／小国俊之（５口）／大前　
茂（２口）／立野誠次／勝田歳一　【大阪府】大阪府小学生連盟（２口）　【奈良県】葛城市スポ少　【和歌山県】和歌山
県小学生連盟（３口）　【島根県】島根県ジュニア連盟　【広島県】広島県小学生連盟（２口）／フェニックス久松台スポ少
／祇園ジュニア　【山口県】柳井JＢＣ　【香川県】香川スクール／中央スポ少／綾川スピリッツJＢＣ／白浜義次／三豊ジュ
ニアスポ少／白鳥ジュニアクラブスポ少／飯野スポ少／庵治フレッシュJｒ／木太南スポ少／古高松スクール／花園ジュニア
／志度ジュニア／三本松ジュニア／国分寺スポ少／丸亀南ジュニアクラブスポ少／内海スポ少／吉川和孝（３口）／モアク
ラブ／モアスポーツ四国/モアスポーツ西日本販売／（株）OKUPＡ GROUP／元山覧二　【徳島県】藍住エンジェルスポ
少／内町ジュニア／助任ジュニア／徳島小学生連盟／林崎ジュニア／北島Ｂａｍd／上板レインボーズ／桜谷スポ少／福島
ラビット／相生ＢＣ／加茂名ジュニア／平谷スポ少／八万ジュニアスクール／上板 Jｒ／宍喰ジュニア　【高知県】高知県小
学生連盟（３口）　【福岡県】福岡県小学生連盟（２口）　【佐賀県】佐賀県協会小学生専門部　【熊本県】稲津　悟（３口）

【大分県】近藤英隆（１万円）　 （合計168件：267件）

（敬称略）

　皆さんからいただいた賛助金は、日本小学生連盟の運営や各ブロックで実施する普及・強化事業へ
の補助などに使わせていただきます。

平成26年度の賛助会員としてご協力をいただいた皆さんです。


