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ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第３５回全日本ジュニアバドミントン選手権

平成28年9月16日（金）～19日（月：祝）
第1会場 愛媛県総合運動公園体育館
第2会場 砥部町陶街道ゆとり公園体育館

JOCジュニアオリン
ピックカップ第35回全
日本ジニアバドミント
ン選手権大会が、愛
媛県総合運動公園と
砥部町陶街道ゆとり
公園体育館で9月16
日～9月19日の4日間
で開催された。写真
を追って、大会を振り
返ってみる。

9月16日（金）15:00
ニンジニアスタジアム
会議室で、監督会議
が行われた後、16:00
より愛媛県総合運動
公園体育館で、開会
式が開催された。式
には愛媛県のゆる
キャラ『みきゃん』と砥
部町のゆるキャラ『と
べっち』も参加して会
場を盛り上げた。

選手宣誓は、愛媛
県代表の原田選手
（新田高校）と横山選
手（新田高校）。二人
は力強く宣誓を行い、
大会の火ぶたが切っ
て落とされた。

9月17日（土）の9:30
から、ジュニアの部は
愛媛県総合運動公園
体育館にて、ジュニア
新人の部は、砥部町
陶街道ゆとり公園体
育館で開始された。

愛媛県総合運動公園体育館

砥部町陶街道ゆとり公園体育館

開会式の『とべっち』

横山選手と原田選手の選手宣誓

開会式が終わり退場す
る選手たち、カラフル
なウエアーが印象的だ。

第1会場 愛媛県総合運動公園会場のパノラマ

第2会場 砥部町陶街道ゆとり公園体育館のパノラマ

ジュニア男子ダブルス 原田・楠

ジュニア男子ダブルス 鎌田・甲斐

ジュニア女子ダブルス 清家・松木

ジュニアの部に於いて
愛媛勢は、ダブルス、
シングルスとも2代表が
出場した。

◆ジュニア男子複

原田・楠（愛媛）
1回戦〇21,21-8,13
川本・柴崎（広島）、
2回戦〇21,18,21-
14,21,13
平野・渡邉（群馬）、
3回戦●13,10-21,21
杉山・保坂（茨城）

鎌田・甲斐（愛媛）
1回戦●10,12-21,21
及川・深田（北海道）

◆ジュニア女子複

清家・松木（愛媛）
1回戦●11,14-21,21
今滝・藤原（岡山）



ジュニア女子ダブルス 原田・横山

原田・横山（愛媛）
1回戦〇20,21,21-
22,10,19
酒井・岸本（愛知）
2回戦●16,15-21,21
平野・小西（福岡）

◆ジュニア男子単
原田峻佑（愛媛） 2回戦●13,21,13-21,15,21 須永（青森）
東 亮太（愛媛） 1回戦●18,21,16-21,9,21 塩野（栃木）

◆ジュニア女子単
横山 澪（愛媛） 2回戦●14,21,17-21,15,21 岡末（熊本）
原田のどか（愛媛） 2回戦●17,12-21,21 佐藤（福島）

◆ジュニア新人男子
川上颯太（愛媛） 1回戦●7,8-21,21 池田（岡山）
川上 力（愛媛） 1回戦●18,18-21,21 中村（栃木）
平塚聖玲夏（愛媛） 1回戦〇21,21-18,18 外間（沖縄）

2回戦〇21,21-17,16 川畑（大阪）
3回戦●10,16-21,21 河野（広島）

増本康祐（愛媛） 1回戦●18,19-21,21 太田（愛知）

◆ジュニア新人女子
石川真愛（愛媛） 1回戦●9,19-21,21 長谷川（新潟）
伊藤すず（愛媛） 1回戦●18,15-21,21 金廣（山口）
尾藤 希（愛媛） 1回戦●19,9-21,21 奥本（広島）
大森星空（愛媛） 1回戦●11,16-21,21 藤田（富山）

愛媛代表選手は、
ジュニア男子複の原
田・楠と、ジュニア新
人男子の平塚が3回
戦に進出したが、最
終日9月19日には誰
も残ることができな
かった。

4日間に及ぶ全国
大会の運営には、愛
媛県内の社会人、学
生が競技役員として
献身的な協力をし、ス
ムースな大会運営が
行われた。平成29年
度には、えひめ国体
を控え、選手のさらな
るレベルアップと役員
の大会運営能力のス
キルアップが必要と
なってくる。その点で
はいい経験ができた
と言える。

準決勝、決勝の観客席。
ビデオが多数設置されていた。

閉会式

いわて国体バドミントン競技は、10月1日～5日岩手県北上市
の北上総合体育館で開催された。

愛媛からは、成年男子種目に、高橋監督、吾野文人、西野勝
志、渡部克栄、濵中裕太（帯同選手）、少年女子種目に出井監
督、横山澪、有安沙生、蓮沼紗季、原田のどか（帯同選手）が
出場した。

また、次年度である平成29年度は愛媛で国体が開催されるこ
とから、愛媛県バドミントン協会、砥部町から多数の視察員、大
会運営に実際にかかわる審判員が参加した。

さて、写真を通して、大会運営、選手たちの活躍を見ていこう。

国体が開催される北
上市は、岩手県南西部
に位置し、流通、工業
の集積地に成長した人
口10万人弱と県内5番
目の比較的小さな都市。
しかし、東北新幹線の
駅や空港があるという交
通の便にも恵まれた都
市でもある。愛媛からは、
空路、陸路どちらからで
も行ける。左上の写真
は、新幹線で北上入り
した役員、視察員、審
判員。

10月1日（土）は、午後
から、審判会議、監督
会議、開始式、レセプ
ションと次々と重要なイ
ベントが開催された。

愛媛県チームはすで
に前日より北上入りして
練習を重ねているが、
愛媛からの視察団は当
日午後に到着し、すぐ
に上記のイベントへと加
わった。

イベントがどのように
行われているか視察し、
メモを取りながら、えひ
め国体に生かすためで
ある。

新幹線北上駅

監督会議で競技上の注意をする
濵中レフェリー

愛媛チーム、少年女子出井監督、有
安選手、成年男子の西野選手、高
橋監督。

10月1日（土）



レセプションでは、愛
媛県協会のスタッフが
前段に立ち、次年度
開催される「えひめ国
体」をアピールする挨
拶をした。

北上総合体育館は、
総合開会式が行われ
た北上総合運動公園
北上陸上競技場に隣
接する総合体育館で、
今大会ではメインア
リーナに10面のバドミ
ントンコートを悠々と
とっている上、観客席
は大きく、多数の会議
室、役員室を備え、増
設の必要は全くなしと
いう羨ましい施設だっ
た。

国体県代表は、県民
の期待がかかる代表
選手たちだ。役員、監
督、トレーナーは、選
手に万全の体調で、
100％の実力を発揮で
きるようにサポートして
いく。

少年女子1回戦
対秋田戦。選手たち
は気合十分の試合運
びをし、声でも試合内
容でも終始相手を圧
倒した。

愛媛2-0秋田
〇蓮沼・横山 21-12, 
21-9 加藤・安藤
〇有安 21-12, 21-13 
佐々木

ちょうど、中村知事と
砥部町の佐川町長が
応援に駆け付け、勝
ちが決まるまで、予定
をオーバーして声援を
送り続けられた。

10月2日（日）

北上総合体育館立て看板の前で

選手を激励する松野木理事長

応援に駆け付けた中村知事と
砥部町の佐川町長

気合で相手を圧倒する蓮沼・横山

少年女子２回戦
愛媛 ２-0 福井
〇蓮沼・横山 21-16, 
21-18 澤田・中野
〇有安 21-11, 21-14 
木村

相手は昨年の和歌山
国体少年女子の部で優
勝した第1シードの福井
県チーム。ダブルスで
は気迫で相手を圧倒し、
接戦をなんとか逃げ
切った。シングルスの有
安の調子もよく勝利。あ
すの3回戦にコマを進
めた。

成年男子1回戦 愛
媛2-1神奈川
●渡部・吾野 20-
22,14-21大嶋・山崎
〇西野 17-21, 22-20, 
21-19 甲谷
〇吾野 21-23, 21-14, 
21-9 大嶋

複を落とした後、西野
選手が相手のエース相
手にファイナルの大接
戦を演じ勝ちをもたらす。
吾野選手は、1ゲーム
目こそ落としたものの落
ち着いたゲーム展開で
徐々に自分のペースに
引き込み、勝利。明日
の3回戦進出を決めた。

10月3日（月）は、すべ
ての種目のベスト８入り
の対戦である。愛媛県
が2種目ともで勝ち進ん
でいることは大健闘だ。
両チームとも気合と集
中力と勝利への貪欲さ
が感じられる。

成年男子2回戦
愛媛 1-2 埼玉
●渡部・吾野 10-21, 
16-21 宮嶋・川端
〇西野 21-13, 21-12 
川端
●吾野 16-21, 15-21 
大関

勝利に自信の有安選手

勝って行進する愛媛少年女子

徐々にペースを掴む吾野選手

10月3日（月）

地元岩手の応援団。迫力ある応援
に支えられ、少年男子の部で岩手
はベスト８進出を決めた。

愛媛県応援旗の前で戦う愛媛県成
年チーム



相手は昨年敗れた埼
玉県である。リベンジ
を果たすべく気合十
分にコートに入ったが、
ダブルスは及ばず、次
のシングルスで西野が
勝ちをもたらし、1-1の
タイに持ち込んだ。神
奈川戦同様、吾野選
手に勝敗は託された
が、敗れた。

少年女子3回戦
愛媛 0-2 京都
●蓮沼・横山 21-18, 
20-22, 10-21岩崎・中
島
●有安 11-21, 15-21 
明地

ダブルスは、2ゲーム
目まで押せ押せムー
ドで頑張ったが、ファ
イナルゲームは流れ
が変わった。結局、対
戦は0-2で敗れた。し
かし、実力以上のもの
を出せた大会だった。
「よく頑張った」。えひ
め国体でも、応援を
バックに集中して積極
的な戦いを行ってもら
いたい。そうすれば、
結果は後からついてく
るはずだ。

がんばる吾野・渡部。

対戦が終わり、愛媛の応援団に挨
拶をする少年女子チーム。
応援団からは『よく頑張った』の声と
大きな拍手が返ってきた。

愛媛から参加した審判員は5名。お
疲れさまでした。

マレーシアナショナルジュニア愛媛遠征
10月19日（水）～25日（火）

東京オリンピック
2020のキャンプ候補
地として、愛媛県はマ
レーシアバドミントン協
会との交流を深めてい
る。

その一環として、今
回はマレーシアジュニ
アナショナルチームの
選手たちとパラバドミ
ントンの選手たちが10
月19日（水）～25日
（火）愛媛遠征にやっ
てきた。期間中、新田
高校で合同練習、交
流試合を行った。

中村知事を表敬訪問するマレーシ
アジュニアナショナルの選手たちと
マレーシアパラバドミントンの選手た
ち。

昼食の弁当は教室で一緒に。

今回来媛した選手た
ちはU16の選手たちで、
日本に当てはめると高
校1年生、2年生に当
たる。同じ学年だけに
友達となるのも早い。
写真のように、昼食時
は一緒に食べ、和気
あいあいと交流してい
た。

最終日は別れを惜し
み堅い握手を交わす
姿がめだった。写真の
チョンキン選手（マ
レーシア）は、このあと、
韓国で行われた世界
ジュニアオープン大会
のU16男子シングルス
の部で優勝する快挙
を成し遂げた。別れを惜しむ原田選手（新田）と

チョンキン選手（マレーシア）

バドミントン日本リーグ2016とべ大会
（えひめ国体リハーサル大会）
平成28年11月17日（木）～20日（日）
砥部町陶街道ゆとり公園体育館

えひめ国体バドミント
ン競技は、2017年10月
6日（金）～9日（月）砥
部町陶街道ゆとり公園
体育館で開催される。
そのリハーサルとして、
バドミントン日本リーグ
2016を11月17日～20日
に、同じ会場で、本番
同様の施設増設状態で、
役員配置も同じ状態で
開催した。

今大会では、11月17
日午前から、部門主任
が集まり、準備と担当確
認の打ち合わせが入念
に行われた。『競技役
員、競技補助員必携』と
いう、57ページに及ぶ
マニュアル本が配布さ
れ、まずは部門主任が
理解し、11月18日朝の
部門別ミーティングで主
任がスタッフに説明をし
た。

増設された会場のチェックをする競
技役員たち

今大会は各コートを映したモニター
も設置されている。部門の主任で打
ち合わせ会を行う。



『競技役員、競技補助員必携』分厚
いプリントの束で57ページある。

左の写真がスタッフ
全員に配布された「競
技役員、競技補助員
必携」の冊子である。
すべてに目を通して
おいていただきたい。

さて、日本リーグが
開会された。男女そ
れぞれ8チームの総
当たり戦形式で戦う。
団体戦独特の応援合
戦、チームメイトの熱
い声援、そして、レベ
ルの高いJリーガーた
ちの技術とファイティ
ングスピリッツが見れ
た。

女子リーグの東海興
業背番号５は、愛媛
県出身の合田侑希選
手。地元の応援もバッ
クに、シングルスで
チームに貢献してい
た。

試合は３日間に7回
対戦うという過酷な対
戦だ。総力戦になるの
は当然のことである。

開会式の様子。

合田（東海興業）2－１永野（JR北海
道）でチームに勝利をもたらす

リハーサル大会反省会

年明けた1月9日、県
総合運動公園体育館
の会議室で、各部門の
主任が集まって、リ
ハーサル大会の反省
会を開催した。改善点
が各部門から次々と出
され、予定よりも時間
オーバーして、熱い会
議となった。本番の国
体で生かせるように期
待したい。

第15回日本バドミントンジュニアグランプリ2016が11月26日・
27日仙台市で開催された。

男子結果

愛媛県男性代表メンバー
監督 徳永 督、矢野 秀和
小学生 石丸 優人
中学生 鎌田 雄太、甲斐 聡一郎、川上 力
高校生 原田 峻佑、楠 航介、東 亮太

予選リーグを２戦全勝で決勝トーナメントに勝ち上がる。

愛媛 4 − 1 神奈川
21-15
21-16
21-14
21-15
21-14
19-21
19-21

甲斐 聡一郎 21-9 岡島 圭佑
鎌田 雄太 21-12 佐藤 大地
原田 峻佑 21-16 遠山 宙
楠 航介 21-17 ロホマン

愛媛 3 − 2 愛知
21-18
18-21
13-21
21-5
21-8

21-10
15-21
21-18

甲斐 聡一郎 19-21 夏目 朱理
鎌田 雄太 21-13 河辺 颯真

21-16
原田 峻佑 14-21 村瀬 康之介
楠 航介 14-21 酒井 瑚大

KD 0 2

KS 原田 峻佑 2 1 中林 寛貴

CD 2 1

冨田 万南斗

CS 鎌田 雄太 2 0 太田 光哉

KD 2 0

SS 石丸 優人 1 2

KS 東 亮太 1 2 安部 颯人

CD 2 0

SS 石丸 優人 2 0 田代 陸人

CS 鎌田 雄太 2 0 平本 錦樹



⻑崎 3 − 1 愛媛
21-18
18-21
12-21
21-16
22-24
22-20
21-12
21-10

町 祥英 21-19 甲斐 聡一郎
立石 夢希 21-19 鎌田 雄太
村本 ⻯⾺ 原田 峻佑
辻 凌也 楠 航介

KD 11-10

KS 村本 ⻯⾺ 2 0 東 亮太

CD 2 0

石丸 優人

CS 町 祥英 2 1 甲斐 聡一郎

SS 辻 雅輝 1 2

決勝トーナメント１回戦。

愛媛県女子代表メンバー
監督 久枝 ゆい、矢野 秀和
小学生 伊藤 るな
中学生 野口 結衣、清家 萌々香、十亀 加奈江
高校生 横山 澪、清家 菜々子、松木 璃湖

予選リーグを２戦全勝で勝ち上がり。
愛媛 4 − 1 秋田

22-20
9-21

19-21
21-16
21-18
21-14
21-9

清家 萌々香 21-18 古田 菜摘
野口 結衣 21-13 加賀谷 里紗

清家 菜々子 21-18 加藤 礼彩
松木 璃湖 10-21 安藤 美邑

21-14
愛媛 4 − 1 静岡

19-21
21-16
21-13
21-15
21-23
21-5
9-21

21-16
21-6

清家 萌々香 19-21 石上 瑠奈
野口 結衣 16-21 鈴木 愛実

清家 菜々子 21-16 野田 彩夏
松木 璃湖 10-21 住吉 琴菜

21-13
KD 2 1

KS 横山 澪 2 1 髙栁 美月

CD 0 2

荒井 茉奈加

CS ⼗⻲ 加奈江 2 1 三好 蒼

KD 2 1

SS 伊藤 るな 2 1

KS 横山 澪 2 0 佐々木 ひな
の

CD 2 0

鈴木 琉花

CS ⼗⻲ 加奈江 2 0 菊地 沙綾

SS 伊藤 るな 1 2

決勝トーナメントに進み、ベスト８までコマを進める大
活躍であった。特に、中学、高校のシングルスは、常
に２勝をもたらしてくれたのは大きかった。

愛媛 3 − 1 東京
7-21
4-21

21-13
21-18
16-21
21-17
21-19

清家 萌々香 21-15 加藤 碧夏
野口 結衣 16-21 山根 千遥

21-11
清家 菜々子 舟橋 佳歩
松木 璃湖 山口 萌

KD

KS 横山 澪 2 1 巻口 実可

CD 2 1

木山 琉聖

CS ⼗⻲ 加奈江 2 0 山根 千遥

SS 伊藤 るな 0 2

茨城 3 − 2 愛媛
21-13
21-9

21-19
14-21
16-21
21-19
19-21
20-22

海老澤 彩 21-10 清家 萌々香
佐藤 茅穂 21-8 野口 結衣
島倉 唯 21-8 清家 菜々子

濱野 夏葵 21-9 松木 璃湖
KD 2 0

KS 森 咲和佳 1 2 横山 澪

CD 2 0

伊藤 るな

CS 鈴木 幸恵 1 2 ⼗⻲ 加奈江

SS 後藤 咲々 2 0

決勝トーナメント１回戦

決勝トーナメント２回戦

第２５回全国小学生選手権大会
平成２８年１２月２３日（水）～２７日（日）
滋賀県大津市

◆男子団体
１回戦

◆女子団体
１回戦 ２回戦



第３３回高校１年生大会
平成28年12月10日 愛媛県総合運動公園体育館

高体連主催の春の高校総体、秋の新人大会は高校生にとっ
て最も大切な大会であり、名実ともに県のトップを選ぶ大会であ
ることは間違いない。しかし、その大会で、高校１年生が優勝争
いに絡む事はあまりない。それらの大会では、どの１年生が本
当に強いかは未知数なのである。

そこで登場するのが高校１年生大会。上級生を除いて行う一
年生だけの大会で、将来の高校チャンピオンに誰が一番近い
ところにいるのかがわかる大会とも言える。また、Bクラスは、高
校から同じスタートラインでバドミントンを始め、８か月経って、ど
の高校の誰が先頭を走っているか解り、これもとても興味深い
種目である。

各種目の優勝者・準優勝者を紹介しておこう。これらの選手
が来年主力として活躍することになる可能性は高い。
男子の部

A優勝 永井 蛍（新田） A準優勝 黒川秀平（松山南）

B優勝 河端悠介（新東） B準優勝 細川博人（新東）

A優勝 楠・八坂（新田） A準優勝 小藪・石橋（新田）

B優勝 河端・細川（新東） B準優勝 白方・能田（伊予農）

A優勝 松木・近藤（新東） A準優勝 川上・濱岡（新東）

女子の部

B優勝 田中・清家（宇和） B準優勝 村上・奥井（弓削）

A優勝 近藤七帆（新東） A準優勝 宮本有紗（新田）

B優勝 田中ミヨ（宇和） B準優勝 髙橋夏海（西条）

マレーシアバドミントン協会訪問
12月13日～16日

東京オリンピック2020のキャンプ候補地として、今回は愛媛県
と愛媛県バドミントン協会が、マレーシアバドミントン協会を訪問
し、いくつかの重要な案件を審議した。

愛媛県バドミントン協会からは、松野木理事長と濵中広報副
委員長の参加。移動日、クランタン協会視察と会議、マレーシ
アバドミントン協会と会議、移動日と4日間のハードスケジュール。
その中で、一昨年まで愛媛で専属コーチをしていたイズワン・イ
ブラヒーム氏の活動ぶりを見ることができた。愛媛に遠征に来た
教え子たちとも交流でき、楽しい時間を過ごすこともできた。写
真を追ってみていこう。



首都クアラルンプル
に14日早朝到着後、
すぐにクランタン行き
の国内線に乗り換え
到着したのが、熱気漂
うクランタン州協会体
育館。大きな声を張り
上げて指導しているの
がイズワン・コーチ。

わずか2日間のマ
レーシア訪問の中でク
ランタン州を先に訪問
したのは、会議を上手
くすすめる上での作戦
であった。もちろん、イ
ズワン・コーチの活躍
ぶり視察と、クランタン
州ジュニアチームの愛
媛遠征お礼の意味も
あった。

夕方にはクランタン
を後にしてクアラルン
プルに移動、夜中に
ホテルに到着した。

15日午前中は左の
写真のように、通訳の
人を交えて入念な会
議打合せを行った。

昼からマレーシアバ
ドミントン協会で会議
は始まった。ローレン
ス理事長、フロスト・ハ
ンセン総監督、ヤップ
企画担当、ナハルディ
ン・クランタン協会会
長など参加して、約4
時間の会議が行われ
た。当初予定どおりの
成果が収められて一
応安堵の気持ちであ
る。

夜はローレンス理事
長の招待で、クアラル
ンプルのマレーシア料
理レストランで夕食を
ごちそうになった。左
の写真は、その時のも
の。

ノックするイズワン・コーチ

クランタン州のみなさんと記念撮影。

ホテルちかくの喫茶店にて会議打
合せ

松野木理事長とローレンス理事長
そして通訳の女性。

第17回全日本中学生選手権大会愛媛予選
平成29年1月9日 愛媛県総合運動公園体育館

第17回全日本中学バドミントン選手権とは、3月25日～27日、
岡山市総合文化体育館で開催される都道府県対抗団体戦であ
る。その愛媛県チームの代表選手を選考するためにおこなわれ
たのがこの愛媛県予選である。

大会結果を踏まえて、県協会役員による代表選手選考会義が
行われ、以下の男子5名、女子5名が愛媛県代表に選出された。

男子：左から 黒川（川内）、平塚（愛大付属）、川上（土居）、増
本（久米）、川上（宇和）、
女子：左から 真木（丹原東）、石川（大生院）、大野（久谷）、櫻
田（道後）、大森（西条北）

いよいよ国体です。
バドミントンは10月6日～9日
砥部町陶街道ゆとり公園体育館で開催されます。

みきゃん も とべっち も頑張ります。
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