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日本小学生バドミントンフェスティバルINくまがや
（主催：日本小学生連盟）

令和３年１月６～８日／埼玉県熊谷市：彩の国くまがやドーム（個人戦のみ実施）

　コロナ感染者が増える中、大会が開催できるか大変心配されましたが、
予定通り１月６日から８日の３日間、連盟主催で大会を開催することがで
きました。大会に向けての練習が思うようにできず、感染防止の取り組み
から、体育館に入る時間、人数等に制約があり、コンディションを整えて
試合に臨むことが大変難しい状況ではありましたが、選手は試合ができ
ることへの感謝の気持ちを体いっぱいで表現し、持てる力を全て出して頑
張りました。選手一人ひとりの頑張りに拍手を送りたいと思います。また、
関係者の皆様のご協力に感謝、感謝です。

【６年生男子シングルス】
　優勝　山城　政人（新潟県・佐渡ジュニア）

　２位　山脇　弘奨（愛知県・はりーあっぷ）

　３位　齊藤　優楽（宮城県・仙台大和ジュニア）

　　　　増田　　遥（兵庫県・ＳＪＢＣ）

【５年生男子シングルス】
　優勝　寺島　拓夢（宮城県・仙台大和ジュニア）

　２位　松本　眞優（栃木県・ＵＤＣ）

　３位　萩原　駿希（埼玉県・鳩ケ谷ウイングス）

　　　　田阪　春馬（香川県・フューチャー）

【４年生以下男子シングルス】
　優勝　篠原　康輔（愛媛県・中萩ＪＢＣ）

　２位　篠原　　緑（埼玉県・志木ジュニア）

　３位　有江　桜空（埼玉県・川越ジュニア）

　　　　串間　太政（宮崎県・UNAIDMIYAZAKIBCJr）

【６年生男子ダブルス】
　優勝　品田　莉希・植木　伸弥（新潟県・柏崎ジュニア）

　２位　德重　　瓢・山﨑　琉生（佐賀県・多久スポーツピア）

　３位　因藤　将夢・三浦　壮太（愛知県・はりーあっぷ）

　　　　奥村　啓太・東海林亮汰（北北海道・北光少年団）

【５年生男子ダブルス】
　優勝　石川　　隼・池田純一朗（愛知県・はりーあっぷ）

　２位　大塚　海飛・森田　倫晟（埼玉県・川越ジュニア）

　３位　美濃　龍斗・坂本　結翔（千葉県・市川ジュニア）

　　　　春木　俊平・牧野　隆希（福岡県・岡垣ジュニア）

【４年生以下男子ダブルス】
　優勝　石井　春馬・山口　　拓（東京都・渋谷ジュニア）

　２位　濱口虎太郎・栁　　克弥（福岡県・岡垣ジュニア）

　３位　坂本　羽琉・粂野　　駿（愛知県・ＳＧＵジュニア）

　　　　菊地　穂高・伊藤　太陽（埼玉県・久喜ＡＢＣ）

【６年生女子シングルス】
　優勝　浅野　真央（栃木県・宇都宮中央）

　２位　永渕友梨華（佐賀県・川上ジュニア）

　３位　畠山　想来（岩手県・ハイタッチＪＢＣ）

　　　　鈴木　彩未（青森県・弘前イズムＢＣ）

【５年生女子シングルス】
　優勝　阿波芽衣咲（福岡県・岡垣ジュニア）

　２位　原口　倖歩（鹿児島県・鹿児島飛翔）

　３位　小林　佳依（兵庫県・佐用ＢＪＣ）

　　　　中沢　莉子（栃木県・プライドＪｒ）

【４年生以下女子シングルス】
　優勝　田沢めいな（埼玉県・所沢ジュニア）

　２位　板橋　ゆい（宮城県・ＳＪＣ）

　３位　高田　万智（愛知県・石ヶ瀬）

　　　　橋爪　藍莉（埼玉県・鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

【６年生女子ダブルス】
　優勝　木村ひなの・鈴木　愛香（宮城県・横倉ジュニア）

　２位　山北　莉緒・長谷川葉月（埼玉県・鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

　３位　柿崎　　結・徳永　結妃（北北海道・東光小少年団）

　　　　曽我部柚羽・篠原　多輝（愛媛県・中萩ＪＢＣ）

【５年生女子ダブルス】
　優勝　薗田　優奈・渡邉　杏梨（東京都・青梅ジュニア）

　２位　吉野羽都希・梅澤　唯花（東京都・練馬アドバンスＪｒ）

　３位　宮﨑　結舞・樫尾　雫玖（愛知県・師勝ジュニア）

　　　　馬場　結渚・横路　昊和（鹿児島県・川内ジュニア）

【４年生以下女子ダブルス】
　優勝　眞泉　果央・近藤　愛未（京都府・久御山）

　２位　益満　小蘭・水原　七菜（福岡県・海老津ジュニア）

　３位　金城芙羽子・平良　優奈（沖縄県・糸満ジュニア）

　　　　清水このは・白川　　倖（岐阜県・岐南ジュニアＢＣ）



令和2年度日本小学生バドミントン連盟
強化部の事業報告

1　2020年度日本小学生バドミントン連盟強化合宿
日本小学生バドミントン連盟強化部員　永　井　大　吉　

　　　12月11～13日 ／ 岡山県倉敷市　水島緑地福田公園体育館
　　　参加者：役員　７名、選手　46名

役　員　　能登　則男、中口　直人、藤本　伸、大堀　麻紀、永井　大吉、吉浦健二郎（以上日小連）
　　　　　渡辺　英次（専修大学教授）
選　手　　田村　美月、齊藤　優楽、寺島　拓夢、畠山　想来、芳賀　凜歩、木村ひなの、鈴木　愛香、
　　　　　和川　竜也、松本　眞優、山北　莉緒、河村　実里、梅澤　唯花、吉野羽都希、浅野　真央、
　　　　　青山ひかり、中村　羽奈、奥　　真優、伊藤　優真、山脇　弘奬、池田純一朗、石川　　隼、
　　　　　山下　真依、増田　　遥、小林　佳依、沼田　弥乘、西川　　楓、増田　大輝、渡邉　柚乃、
　　　　　五十田敦晴、田阪　春馬、江藤　友哉、堀内　暁仁、木山　凜空、春木　俊平、井川　和真、
　　　　　永渕友梨華、大石　夢陽、阿波芽衣咲、平田　　慎、黒住　洸多、佐藤　楓真、安宅　瑛人、
　　　　　稲田　結月、中谷　歩未、浮田　侑奈、清板侑里奈

　コロナ過で数々の大会や遠征、合宿が開催できなくな
る中、12月11日から13日に今回ようやく日小連の合宿
が岡山県倉敷市で行われました。
　感染対策として、各入口にアルコール消毒液、トイレ
などにも手洗い洗剤、体温チェック、壁などに予防の張
り紙などを貼っていきました。そのほか、1.5ｍの距離
をあけるなど荷物の置き場所も意識して行われました。
　選手達もみんな久々というなか、アップ、トレーニン
グ、練習、試合といった内容をこなしていきました。
　各県充実した練習ができていないなか、声をなかなか
出せないので戸惑う選手も見受けられました。我々指導
者も初めてのことなので最初は戸惑いましたが、徐々に
うまく指導を行う事ができたと感じました。
　全体的に体力的には走り込みや、トレーニングを各自
してきているように感じました。

　ただ試合になると、つなぎのミスや、集中力が欠けて
いるように見えました。
　こういった環境のなかで限られた時間や練習場所の大
事さが選手も指導者も改めて感じることが出来ました。
　そのほか宿泊では、一人部屋で各自寝て、部屋から出
ないように注意しました。食事面でも飛沫が飛ばないよ
うに仕切りをしたりと安全に行う事が出来ました。
　初めてだらけの合宿となりましたが、なんとか無事コ
ロナにならず終えることができ安心しました。
　この合宿を通じて練習ができるということがあたりま
えではなく、親、環境などたくさんのことに感謝しない
といけないと選手と一緒に学びました。
　いつまでコロナが続くかわかりませんが早く終息する
事を願っています。

2　2020年度日本協会　選手強化本部等事業
　　①　2021年ジュニアナショナル（Ｕ-13／５年生・４年生以下）選考合宿
　　　【５年生以下】３月13日～16日 ／ 東洋通信スポーツセンター
　　　　　　 　　　　参加者：小学生選手　38名、　役員　16名
　　　【４年生以下】３月16日～19日 ／ 東洋通信スポーツセンター
　　　　　　 　　　　参加者：小学生選手　36名、　役員　16名

　　②　2021年ジュニアナショナルメンバー（Ｕ-13）

男　子　　松本　眞優、池田純一朗、石川　　隼、宮原　圭純、寺島　拓夢、奥　　真優、舛田　遼羽、
　　　　　田阪　春馬、伊東　優真、坂脇　憲広、有江　桜空、安宅　瑛人、安田　　翔、彦田　　煌、
　　　　　篠原　康輔、中塚　大翔、西村　采人、松下　一誠、篠原　　緑、串間　太政
女　子　　原口　倖歩、松戸　　海、奥田　紗世、中沢　莉子、渡邉　柚乃、小林　佳依、上野　優寿、
　　　　　安村　紗来、芳賀　凜歩、阿波芽衣咲、杉野　芙夏、吉田　奈未、橋爪　藍莉、富田　琴音、
　　　　　板橋　ゆい、田沢めいな、永森百々花、河村珠莉奈、畠山　来夢、沖本　愛音



令和３年度の事業計画
　５月29日に東京国際フォーラムにおいて定期総会を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収
まらない現状を踏まえ、４月25日に発令した東京都など４都府県に対する緊急事態宣言の期限を５月31日まで延長すると
ともに、２県を新たに対象地域に加えることを決定されたこと、また、全国の各自治体においても感染が拡大傾向にある
ことなどを総合的に判断した結果、中止することとしました。
　総会開催にかえて書面開催として総会資料を送付した結果、同意を得ることができました。
　また、寄せらましたご質問・ご意見等については常任理事会・理事会等で協議してまいります。

 主催大会の開催
　　※令和３年度共通事項
　　　・「日本小学生バドミントン連盟創立30周年記念」をつける。　　　  ・開会式、閉会式等は行わず、随時表彰とする。
　　　・監督会議、代表者会議は行わず、ＨＰに関係資料を掲載する。　　・レセプションは開催しない。
　　　・今回の競技方法の変更（若葉カップ、ＡＢＣ）は令和３年度に限る。
　１）第37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：西山公園体育館） ………………７月17日～19日
　　　（変更点）・チーム編成を従来の「７～10名以内」を「４～６名以内」とする。 ・予選リーグを実施しないで男女ともトーナメント方式とする。
　２）第22回ダイハツ全国小学生ＡＢＣバドミントン大会（熊本県八代市：八代トヨオカ地建アリーナ） …８月14日～15日
　　　（変更点）・予選リーグを実施しないで各グループともトーナメント方式とする。
　３）第30回全国小学生バドミントン選手権大会
 （福島県郡山市：宝来屋　郡山総合体育館・福島県須賀川市：須賀川アリーナ）…………………12月26日～29日

　【４年度大会開催予定】　「第38回若葉カップ」京都府長岡京市　　「第23回ＡＢＣ大会」熊本県八代市
　　　　　　　　　　　　「第31回全小大会」石川県金沢市

 選手強化部
　１）令和３年度日本小学生バドミントン連盟強化合宿
　　① 第９回Ｕ－13選抜強化合宿（日バと共催）……７月19日～22日／西山公園体育館（京都府長岡京市） 
　　② 第20回選抜強化合宿………………………………８月15日～18日／八代トヨオカ地建アリーナ（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30年度に改定しています。

　２）2021年日本協会　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）強化合宿　　６月27日～７月３日　栃木県
　　　 　　　　　　　　　　　　　（Ｕ－13）強化合宿　　９月５日～11日　　　富山県
　　　 　　　　　　　　　　　　　（Ｕ－13）強化合宿　　11月７日～13日　　　富山県
　　② 海外遠征　　　　　　　　　未定

 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）
　　令和３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。現時点（５月31日）では中国ブロック、徳島県、長野県、青森県の４県の申込

みがある。このうち、中国ブロックは新型コロナ感染拡大のため中止となりました。
　　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。なお申し込み用紙が従来の指導普及部との併用ではなく、医科学研究部単
独申込用紙となりましたので、それを使用してください。

　２）医科学研究活動
　　① 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。

　　② 小学生バドミントンプレーヤーの外傷・障害に関する調査
　　　 今年度も小学生バドミントンプレーヤーを対象とした、外傷・障害の調査研究を継続する予定である。
　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　「日本小学生バドミントン連盟　賛助会員」の募集
　　　　・令和３年度賛助会員募集の案内文書を配付　　・令和２年度賛助会員への事業報告や普及啓発のため会報を発行
　　②　日本小学生バドミントン連盟のインターネット・ホームページの管理運営
　　　　・連盟の組織・事業に関する情報の提供　　・連盟主催、後援大会等の予定及び記録等の情報提供　など
　　③　広報事業
　　　　・バドミントン事業の普及・啓蒙を図るため、ポスターの作成、小学生通信の発行、ライブ配信の実施などを行う。



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　令和３・４年度役員　（令和３年５月29日現在）
名誉会長：籾井勝人
会　　長：黒川　茂
副　会　長：北山吉明　尾藤宏治
監　　事：増田英男　小山義夫
理　事　長：能登則男
副理事長：小國俊之　中口直人　上田敏之　白浜義次
常任理事：福永正弘　下野和義　
　　　　　熊谷敏夫 （北海道）　藤本　伸 （四　国）

理　　事
　　遠藤宏一　（東　北）　　佐倉和明　（関　東）
　　寺杣茂和　（北信越）　　永井与志夫（東　海）
　　松村宏則　（近　畿）　　山下新一　（中　国）
　　吉浦健二郎（九　州）
　　三古　剛　（若葉カップ担当）
　　松原卓也　（強化担当）

※令和３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】苫小牧ジュニアBC／清水ジュニア／芽室町少年団／帯広栄少年団／北栄 JBC／札幌大同ジュニア／北見市少年団
／豊住少年団／斜里JBC／岩見沢 JUNIOR／網走ジュニア少年団／紋別少年団／鷹松大樹／熊谷敏夫／下野和義／松原
卓也／小松正直／旭川東光小少年団／あすなろ／登別スポーツ少年団／小樽SAWAジュニア／志文 JBC／高台少年団／水
元地区スポーツ少年団／港南飛翔Jrクラブ／羽桜 BC／札幌西ジュニア／忠和クラブ／滝川フルールジュニア／滝川中央ジュ
ニア／遠軽少年団／豊成JBC／東ジュニアクラブ／高橋君代／宇野千代美／西山幸子／松田勝則／南幌少年団／刈田ジュ
ニア／愛宕東少年団／北光少年団／近文第二スポーツ少年団／ MBJSココバト／丸瀬布少年団／幕別ジュニアクラブ／十勝
鈴蘭少年団／森少年団／七飯ジュニアクラブ／高砂Jrクラブ／近一ジュニア／島牧 JBC／ NiKiJr／朝里JBC／白石ジュニア
　【青森県】青森県小学生連盟（３口）　【岩手県】岩手県小学生連盟／村上信夫／都南ジュニアヒューチャーズ／ライスヒルズ
ジュニア　【秋田県】秋田県小学生連盟（５口）　【山形県】山形県小学生連盟（10口）／安部俊之　【茨城県】茨城県小学生
連盟／桜川JRクラブ　【埼玉県】シャトラーズスポーツ少年団／能登則男（１万円）／イーストフレンドスポーツ少年団／上尾
ジュニアクラブ／蓮田サウスシャトラーズ／志木ジュニアクラブ／チャレンジャークラブ／鶴ヶ島Angels／春日部白翔／藤井浩
一／久喜ABC／出羽バドミンタンジュニアクラブ／本田裕士　【千葉県】小山義夫（１万円）／大森ジュニアクラブ　【神奈川県】
大清水スポーツ少年団／神奈川県小学生連盟（５口）　【富山県】高岡ジュニアクラブ／堀川南ジュニアクラブ　【福井県】足羽
ジュニアクラブ／勝山チャマッシュジュニアクラブ／武生西スポーツ少年団／DreamJr　【静岡県】富士山クラブ／岩松ジュニア
／藤枝Jrクラブ／SWACジュニア／ T-girls-Jr　【愛知県】はりーあっぷジュニア（８口）／石ケ瀬スポーツ少年団／北山東山ファ
ミリークラブ／ウィスタリアジュニアクラブ／師勝ジュニアクラブ（２口）／愛知県小学生連盟／永井与志夫（１万円）／アドバ
ンスジュニア（２口）／日進ジュニアクラブ／ TOYOKAWA Jr.BC／岡崎ジュニアB.C／くすの木少年団／にこにこ北城クラブ
／犬山ドリームズスポーツ少年団／大野スポーツ少年団／名古屋スポーツ少年団／長久手ジュニア／羽っ子CLUB／ T-Jump 
Jr／水野芳彦／たんぽぽクラブ（２口）／dragonfly／鈴木由紀江／小西出聡子／乙川エール／猪子石ジュニアクラブ／めだか
豊橋スポーツ少年団／池上信之　【三重県】高橋克彦／登俊生／森下さと子／有緝スポーツ少年団／田中良弘／笹川ジュニ
アスポーツ少年団／誠之スポーツ少年団／三重県小学生連盟／高茶屋スポーツ少年団／梅本洋平／宮嶋勇次／北村元／明
倫スポーツ少年団／川越町スポーツ少年団／明生Jr／厚生クラブ／ときわジュニア／二見スポーツ少年団／東員スポーツ少年
団／長太ジュニアクラブ／加藤洋紀／美翔団ジュニア／梅谷武／大倉栄一／鎌田志門／濱口久克／吉居有希子／小俣スポー
ツ少年団／芳地重昭　【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）
／大野ジュニアスポーツ少年団／多治見ジュニアクラブ／大垣北BSS（３口）／神戸町少年団／羽島クラブ／大垣中川少年団
／垂井JSC／福永正弘（１万円）／川島ジュニアクラブ／白鳥キッスBC　【京都府】坪内正一（２口）／小泉和子／小國俊之（５
口）／大前茂（２口）／田中田鶴子／木下和代／三古剛　【大阪府】大阪府小学生連盟（２口）　【和歌山県】和歌山県小学生
連盟（１万円）／寺村博之（１万円）　【香川県】香川スクール（２口）／綾川スピリッツJBC／三豊ジュニア少年団／飯野スポー
ツ少年団／庵治フレッシュ Jrクラブ（２口）／木太南スポーツ少年団（２口）／古高松スクール（２口）／花園ジュニア／志度ジュ
ニアクラブ（２口）／三本松ジュニアクラブ（２口）／国分寺スポーツ少年団（２口）／丸亀南ジュニアクラブスポーツ少年団／
弦打スポーツ少年団／㈱ OKUDA　GROUP（２口）／丸亀ハートJBC／前田スクール／白鳥Jr／ニコニコスポーツ（２口）／
ラケットショップ　アシド／新番 Tジュニアスポーツ少年団（２口）／白山文子／大川知子／ IBS（２口）／丸亀クラブジュニア
／アシドスポーツフューチャー／中央スポーツ少年団／芳地重昭　【徳島県】藍住エンジェルスポーツ少年団／内町ジュニアク
ラブ／助任ジュニアクラブ／小松島ジュニア／林崎ジュニアクラブ／北島Bambiクラブ／福島ラビットクラブ／加茂名ジュニアクラ
ブ／八万ジュニアスクール／富田ジュニア／牟岐羽球　【愛媛県】愛媛県小学生連盟（10口）／新小JBC／西桑JBC　【福岡県】
福岡県小学生連盟（５口）　【佐賀県】佐賀県協会小学生専門部（１万円）／多久スポーツピア／玄海ジュニア／基山Jrクラブ／
楠田芳文／三田川ジュニア／ MTC／佐賀ジュニアクラブ　【沖縄県】沖縄県小学生連盟（10口） （合計　320口）

（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。

令和２年度の賛助会員としてご協力をいただいた皆さんです。


