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「チーム力」により掴んだ栄冠
ＮＰ神奈川監督
ＮＰ神奈川は発足５年の新興チームです。若葉カップ
は日小連の大会でも独特の盛り上がりを魅せる催しであり、
皆が特別な思いを持って挑み、今回念願の初優勝を掴む
ことができました。これまでＮＰ神奈川は若葉カップには
２回参戦し、今回で３度目の出場でした。
初参加は発足２年目でメンバーも少なく、ギリギリ７人で
の出場で、内３人が１、２年生という戦力でした。結果は
予選リーグを一生懸命戦い抜きましたが、予選最下位で
惨敗という結果に終わりました。その時は、伝統ある若葉
カップの会場の雰囲気や運営に感動し、西山公園体育館
の歴代の優勝チームのプレートを見て、監督と話ししたこと
を思い出します。
「また出場したい。いつか優勝してチーム
の名前をプレートに刻もう」と・・・。
それから２年後に２回目の出場が叶いました。メンバー
も増え10人体制で挑むことができたのです。この年は明確
な目標がありました。それは過去神奈川県勢の最高位が
ベスト16ということで、我々は男女共ベスト８を目標に掲げ
挑みました。結果見事女子はベスト８入賞（男子ベスト16）
、
男子は惜しくも目標が叶いませんでしたが、負けて得た物
は沢山ありました。若葉カップは強い選手が１、２人いる
だけでは勝てないと・・・。そして上位チームは１、２人
強い選手がいるだけではなく、メンバー全体が高いレベル
にあることを・・・。若葉カップで勝ち上がるのは熾烈で
あるということを思い知らされました。
2013年度も若葉カップに出場し勝ち上がるには、どのよ
うに選手を育成するのが良いか、監督、コーチ陣で日々考
えました。今までの経験から「上手いだけではなく強い選
手になろう。」と選手に言い伝えながら基本練習を地道に続
けてきました。その後４年生の、小野泰平、末永逸貴、江
頭桜空がＵ13選抜メンバーに選ばれました。
（小野、末永
は若葉カップ初出場の時２年生だったメンバーです。
）
こうし
てチーム全体のレベルが上がってきているのを実感できる
ようになってきました。
その後若葉カップ上位を目指せる体制ができたかと思え
るようになった３月に入り、家族の転勤により末永君は九
州の名門岡垣ジュニアへ移籍となりました。正直大切な戦
力を失うことはとても大きな痛手でしたが、
「次は若葉カッ
プで会おうな。
」と皆で声を掛け合い送り出したのを覚えて
います。そんな出来事がありましたが皆の努力の甲斐もあり
３度目の若葉カップ出場の権利を獲得しました。
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今年もチームの目標、それは昨年の女子のベスト８を越
えベスト４を目指すことです。そんな想いを秘めながら会場
入りしました。まず最大の難関は決勝トーナメント１回戦目
で対戦する岡垣ジュニアです。そうです、４月より移籍し
た末永君の所属するチームです。我々は接戦を予想してお
りましたが、やはり予想通り厳しい戦いとなりました。勝て
る試合を最後の２つに残し勝負所は４Ｓ・・・通常は先に
勝ち取るオーダーがセオリーですが今回は真逆のオーダー
で挑みました。結果は３ー２でギリギリの勝利することがで
きました。試合後には末永君と健闘を讃え合うことができ、
ＮＰの選手達は末永君の想いを背負い、次も勝ちたいとい
う気持ちが高まったことと思います。その後の試合は、チー
ムバランスの取れた七山モンキーズ、準決勝は名門強敵永
井ＢＣ、決勝は昨年準優勝の強敵 ＤｒｅａｍＪｒ 戦、すべての
試合が３ー２の接戦になりながらも勝ち上がることができ
ました。それまで正直オーダーについては試合中、何度も
もっと良い判断があったのではないかと悩んでおりましたが、
選手達皆がそんな思いを覆してくれました。私も優勝した
瞬間の熱い想いと感動は忘れられません。
チームの先頭に立ち試合を闘い抜いたキャプテンの平本
錦樹を中心に柳沼直紀、小野泰平、江頭桜空、安孫子輝
忠、藺藤真咲、三浦知喜、山本宗汰、平本正樹、田中魁、
君達の「本気」が伝わってきた大会でした。監督を中心とし
た各コーチ陣の指導者、選手を支えてきた父兄の皆さんと
選手達、これら全員が三位一体となって勝ち取った優勝だ
と言えます。
これからもこの感動を忘れずにチャレンジスピリッツを
持ってＮＰ神奈川は前進して行きたいと思います。そして選
手達皆が夢を持って成長して行くことを期待しています。

平成25年度の大会記録
第29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25年８月２日～５日／京都府長岡京市：西山公園体育館

【男子の部】
優勝
２位
３位

ＮＰ神奈川
Ｄｒｅａｍ.Ｊｒ
永井ＢＣ
広島安佐

（神奈川県）・・・初優勝
（福井県）
（岡山県）
（広島県）

【女子の部】
優勝
２位
３位

小平ジュニア （東京都）・・・初優勝
岡垣ジュニア （福岡県）
鳩ヶ谷ウイングス（埼玉県）
橿原ジュニア （奈良県）

ぬ「十本の矢」
となったチームは予選を突破し決勝までポイ
ントを落とすことなく突き進んだのです。決勝の相手は奇し
くもかつて男子の初優勝の前に立ちはだかった長年のライ
小平ジュニア監督 城 戸 友 行
バル・岡垣ジュニアでした。不動だったオーダーを強豪相
手に初めて動かし、総力戦の結果、今度は女子で初優勝
今から５年前、男子の初優勝を支えたのが前年の準優
を果たすことが出来ました。
勝で味わった「悔しさ」でした。今年の女子の初優勝を支え
業界紙には「圧倒的強さ」などと面映ゆい書かれ方をし
たのは、昨年のベスト８の「悔しさ」だったのかも知れません。
ましたが、予選も含めて１つ歯車が狂ったらどう転んだかは
昨年夏、チームは精神的主柱であった藤川前監督を失
いました。喪章に思いを込め、何としても男女アベックで、 分かりません。現実にはスコア以上の本当に辛い戦いでし
た。ここまでの道程にしても、なかなかに手のかかる一筋
少なくとも男女の何れかは優勝旗を持ち帰りたい…。皆が
縄ではいかなかった個性溢れる子供達が、本番では本当
そんな思いで臨んだ大会でした。大会最終日を迎え、前日
に一丸となってよく闘ってくれました。
にベスト16で姿を消してしまった男子のためにも女子は勝ち
こうして今それを振り返ると、コートに立った選手のみな
たかった。しかし女子もあえなく準々決勝で敗退。そこに
らず、心から敬意を表したい人達ばかりです。
は例年とは異質の特別な「悔しさ」があったからです。それ
藤川前監督の熱い情熱がなければ今回の優勝はありま
を晴らすための一年間だった気もします。
せんでした。岡垣を始めとするライバルチームとの切磋琢磨
ただ勝負事は「悔しさ」だけで勝てるほど甘くはありませ
がなければ今回の優勝はありませんでした。小平ジュニア
ん。
「この悔しさを晴らすためにはただ闇雲に練習するだけ
の日本一のサポートスタッフがいなければ今回の優勝はあ
では駄目だ」…そう考えた私は子供達に《３つの力》を言い
りませんでした。男子や東京で応援してくれる仲間がいな
続けました。悔しさ・敗因・課題を忘れない『記憶力』
、た
ければ今回の優勝はありませんでした。
ゆまぬ工夫と努力を続ける『継続力』
、相手の気持ちを推し
そして、メンバーのひとりが欠けたとしても今回の優勝は
量る『想像力』。でも、それを身につけるのは小学生には本
ありませんでした。
当に難しいことでした。選手一人一人にそれを育むために
それが私の今の偽らざる印象です。
も、まず監督である私自身にその３つの力が求められまし
勝つことの重要なスポーツの世界だからこそ忘れてはなら
た。あれから１年が経ちました…。
大会を迎えても私は自信満々だったわけではありません。 ないものがあると思います。そのひとつが他者への『リスペ
クト』なのだと思います。選手達にはこの感激を忘れず、感
ただ、
「やるべき準備はしてきた」という不思議に落ち着い
謝を胸に、そして全ての方々への『リスペクト』を忘れずに、
た気持ちがあったのも確かです。男子が連続して優勝した
今後の大会に向けて、更に『成長』し続けて欲しいと願っ
時のような自信が、今年の女子の選手達にあったかどうか
ています。新たな小平の『伝統』を育むためにも…。
は分かりません。でも彼女たちの目には決意が感じられま
した。共に闘う素晴らしい仲間もありました。保護者や卒
業生達の後押しもありました。
後はやるしかありません。
チー
ムの中心となった６年のキャプテン宇都は全ての試合でトッ
プシングルスに立ち全勝。気持ちの切れやすかった４年田
代妹は本番での接戦を通してこれを克服。スタミナに不安
のあった５年麻生はクレバーな組み立てでこれを乗り越え、
パートナーの吉澤も息の合ったプレーで貢献。韓国遠征か
ら帰国したばかりのU13の６年宮崎はダブルスでパートナー
を牽引。打力はあっても守備に難のあった６年田代姉はこ
れを最後まで我慢。最終シングルスの５年小野里はキレの
あるプレーで運動量の不安を払拭。高さの柳下もつなぎの
熊澤も貴重なサウスポー野村もコートにこそ立ちませんでし
たが戦士の一員として働き続けました。…「三本の矢」なら

リスペクト

第14回全国小学生ＡＢＣ大会
（主催：日本協会・日本小学生連盟・八代市）
平成25年８月16日～18日／熊本県八代市
【男子Ａクラス（５・６年生）】
優勝
２位
３位

奈良岡功大（青森県）
武藤 映樹（神奈川県）
川本 拓真（広島県）
河村
翼（大阪府）

【男子Ｂクラス（３・４年生）】
優勝
２位
３位

後藤
吉田
川島
大垣

拓人（宮城県）
翼（南北海道）
一将（富山県）
空也（栃木県）

【男子Ｃクラス（１・２年生）】
優勝
２位
３位

沖本
田中
寺内
田上

優大（広島県）
陽樹（佐賀県）
遥大（栃木県）
翔和（熊本県）

八代市総合体育館ほか

【女子Ａクラス（５・６年生）】
優勝
２位
３位

内山 智尋（福岡県）
福井 美空（埼玉県）
宮﨑 淳美（東京都）
染谷菜々美（茨城県）

【女子Ｂクラス（３・４年生）】
優勝
２位
３位

杉山
藤田
永田
小野

薫（茨城県）
星来（富山県）
萌恵（長崎県）
涼奈（群馬県）

【女子Ｃクラス（１・２年生）】
優勝
２位
３位

石岡
田口
遠藤
山北

空来（南北海道）
真彩（宮崎県）
美羽（栃木県）
奈緒（埼玉県）

第22回全国小学生選手権大会
（主催：日本協会・日本小学生連盟）
平成25年12月21日～25日／山形県山形市 山形県総合スポーツセンター体育館ほか
【都道府県対抗団体戦：男子の部】
優勝

岡 山 県
樋口
輝・山川
碧・山下
（２回目）
山本 雄太・夏目 朱理・池田
２位 埼玉県
３位 岩手県 ・ 福岡県
５位 北北海道 ・ 岐阜県 ・ 青森県 ・ 愛知県

蒼羽
亘輝

【都道府県対抗団体戦：女子の部】
優勝

福 岡 県
内山 智尋・田島 珠姫・中村
（５回目）
甲斐 千尋・髙崎 夏実・八色
２位 東京都
３位 福井県・ 熊本県
５位 栃木県・ 茨城県・ 埼玉県 ・ 香川県

【６年生男子シングルス】
優勝
２位
３位

奈良岡功大（青森県・浪岡ジュニア）
河村
翼（大阪府・南郷キューピット）
川本 拓真（広島県・広島安佐ジュニア）
武藤 映樹（神奈川県・ＴｅａｍＲＩＳＥ ）

【５年生男子シングルス】
優勝
２位
３位

柴田 拓実（東京都・小平ジュニア）
山下 啓輔（兵庫県・ＴＯＭＯジュニア）
稲光翔太郎（茨城県・明野ちびバド）
内野 陽太（埼玉県・鶴ヶ島 Ａｎｇｅｌｓ ）

【４年生以下男子シングルス】
優勝 武井 凜生（東京都・青梅ジュニア）
２位 吉田
翼（南北海道・田仁バドクラブ）
３位 後藤 拓人（宮城県・仙台大和ジュニア）
森口航士朗（熊本県・芦北ジュニア）

【６年生男子ダブルス】
優勝 荒木亮磨・毛利悠人（南北海道・田仁バドクラブ）
２位 江本錦樹・江頭桜空（神奈川県・ＮＰ神奈川）
３位 小室直椰・大久保智也（神奈川県・綾瀬ジュニア）
森 史怜・西田陽耶（富山県・上市町ジュニア）

麻誉
舞

【５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 末永逸貴・大野 敦（福岡県・岡垣ジュニア）
３位 金子琉聖・永渕雄大（佐賀県・川上ジュニア）
藤谷虎太朗・石田悠斗（石川県・野々市ジュニア）

【４年生以下男子ダブルス】
優勝 野口翔平・小原 輝（東京都・たなしＭＡＸＪｒ ）
２位 中谷壱心・黒川陽平（福井県・Ｄｒｅａｍ.Ｊｒ ）
３位 岡田啓太朗・池田真那斗（香川県・香川スクール）
志賀 光・伊藤聡馬（茨城県・ハルトノ）

【６年生女子シングルス】
優勝
２位
３位

貴田那菜子（京都府・長岡京スポ少）
福井 美空（埼玉県・志木ジュニア）
内山 智尋（福岡県・岡垣ジュニア）
赤坂 玲奈（青森県・八戸ジュニア）

【５年生女子シングルス】
優勝
２位
３位

郡司
横内
森山
中静

莉子（東京都・t.ishibaJapan ）
美海（山梨県・勝沼ジュニア）
紗帆（熊本県・ＳＣ菊陽ジュニア）
朱里（栃木県・宇都宮中央ジュニア）

【４年生以下女子シングルス】
優勝
２位
３位

杉山
藤田
小野
永田

薫（茨城県・ハルトノ）
星来（富山県・ＳＣ富山）
涼奈（群馬県・強戸ジュニア）
萌恵（長崎県・矢上小クラブ）

【６年生女子ダブルス】
優勝 大澤佳歩・手戸愛理（埼玉県・志木ジュニア）
２位 海老澤彩・小川明華（茨城県・東少年）
３位 伊藤 空・大垣友南（栃木県・宇都宮ジュニア）
小野美晴・徳岡梨々香（大阪府・瓜破西ＳＳＣ）

【５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 山本鈴乃・山本琴乃（愛知県・はりーあっぷジュニア）
３位 鈴木彩也花・内田優衣（静岡県・広幡バドキッズ）
篠原七緒・松本佳苗（奈良県・橿原ジュニア）

【４年生以下女子ダブルス】
優勝 久湊菜々・石田 萌（愛知県・はりーあっぷジュニア）
２位 伊敷妃菜美・新垣瑠香（沖縄県・糸満ジュニア）
３位 八角真帆・秋庭夢来（埼玉県・蓮田サウスシャトラーズ）
上岡美月・竹森美優（香川県・香川スクール）

全国小学生選手権
６年男子シングルス優勝
青森県 浪岡ジュニア

奈良岡

功

大

今回の優勝は、とてもうれしかったです。
僕が初めて全国小学生選手権大会へ出場したのは小学１
年生の時です。その大会で初戦負けをしてとても悔しい思
いをしました。２年生の時、４年生以下ダブルスへ出場し
て優勝した時、６年男子シングルスの優勝者が文部科学大
臣賞もらっているのを目の前で見て、あの大きなカップ絶
対僕も欲しいと思い今大会まで頑張ってきました。今大会
では圧倒的な試合をして勝ちたかったのですが、決勝戦は
最初緊張してしまい思い通りに試合をする事が出来ません
でした。しかし監督からのアドバイ
スもあり、最後は思い切ってやろう
と決めしっかり戦う事ができ、欲し
かった大きなカップを手にする事が
出来ました。この大きなカップをも
らえたのは、みんなの応援や監督・
コーチ・協力してくれる方々や僕の
バドミントンに理解をしてくれてい
る家族のおかげだと思うので、皆さ
んには心から感謝しています。本当
にありがとうございました。
僕がバドミントンを始めたのは５歳くらいの時です。２
年生の時ＡＢＣ大会へ初めて出て物凄く緊張したのを覚え
ています。その時監督は「負けてもいいから今できる事を
一生懸命やってこい」と言ってくれ一生懸命やった結果優
勝する事ができ凄くうれしかったです。そしてその時「頑
張ってやればもっともっと強くなれるかも」と思い頑張っ
て練習してきました。翌年のＡＢＣ大会では過去に誰も３
年生では優勝できなかったＢクラスで優勝する事ができま
した。
「こうなったら５連覇を目指そう」と思い新たな目標
ができました。練習や生活は目標に向かう為に更にきつく
なりましたが、これをやれば強くなれると思い必死に頑張
りました。優勝するたびに、もっともっと強くなるぞと思
い練習してきました。そして練習やしっかりとした生活を
してきた結果ＡＢＣ大会５連覇、若葉カップ優勝、全小４
回優勝、JOCジュニアオリンピック新人の部優勝ができ
本当にうれしかったです。思い出してみると、きつい練習
や行動もあったけど、今はそれ以上にバドミントンをして
いて本当に良かったと思う気持ちの方が大きいです。バド
ミントンを通して生活面や行動面・物事の考え方など色々
な事を教えてくれた監督、練習ができる環境を作ってくれ
た方々、みんなで支え合い高め合って頑張ってきた仲間、
何もできなかった僕の面倒を見てくれた沢山の先輩達、体
の事を気づかって食事や体調管理をしてくれた家族、この
様な方々がいたからこそ数々の優勝を手にする事ができた
と思います。みなさんには心から感謝しています。ありが
とうございました。
バドミントンを通して学んだ事は他にも沢山あります。
なかでも目標や目的を持って日頃の生活を大切にしなけれ
ば心も身体も成長しない事や、自ら考えて行動しなければ
進歩しない事を学びました。そしてこれからもクラブの
モットーである挨拶・返事・マナーを大切にしていきたい
と思います。来年度からは中学生ですが、もっと人間的に
も成長出来るようにして勝ち続ける選手になる為に精一杯
頑張りたいと思います。そして夢の実現に向けてこれから
も仲間と共に努力して行きたいと思います。

６年女子シングルス優勝
京都府 長岡京市スポーツ少年団

貴

田

那菜子

小学生最後の全国大会で優勝することができて、すごく嬉し
かったです。初めて出場した全国大会は小学２年のABC 大会で
した。
その時は、予選リーグも下位トーナメントも１回も勝つことが
できませんでした。全部の試合が終わった後、悔しかったのか大
泣きしたそうです。
その大会が終わってから、私のバドミントンに対
する意識も大きく変わりました。小さいながらも練習を一生懸命し
ました。当時は、ハイクリアーをきちんととばせるように家族でもよ
く練習していました。
４年のABC 大会は、予選リーグは２位になり
何とか上位トーナメントに上がりましたが、１回戦で負けました。
２
年の時より、
もっともっと悔しかったです。
その夏に、冬の全国大会
で必ずベスト８以上に入ると決意しました。
８月から12月まで必死
で練習しました。目標をもって練習することで自分の限界の所まで
追い込んで練習できていたように思います。そして、大会では準々
決勝まで進み目標のベスト８には入りましたが、試合はあっさり負
けてしまいました。力の差があって簡単に負けてしまったので悔し
かったです。その時は五位になって嬉しい気持ちよりも、もっと強
くなりたいと思う気持ちの方が大きかったです。そして５年生では、
ベスト４に入る目標をたて、
それが実現できるように自分なりに日々
努力しました。少年団の指導者の青谷先生や、
地元の高校の先生、
５年の６月からお世話になっている実業団のコーチなどたくさんの
方に指導してもらってプレイが少しずつ安定し、攻撃する力が身に
ついてきました。身長も１年間で15センチも伸びフットワークも動
きやすくなってきた頃でした。そして５年の全国大会で３位になる
ことができました。
準決勝で４年の時にあたった相手と再び試合を
してファイナルまで粘りましたが、また負けてしまいました。でも、１
年前より接戦ができたので自分の中では少し自信がつきました。
そ
の試合後すぐに、
「来年は、必ず勝って優勝しよう」
と決意しました。
６年生の全国大会はABC 大会と全国大会の２回だけです。
「なん
としてでも小学校の時に優勝したい‥」という思いは１年間ずっと
心に秘めていました。
でも自分一人では決して実現できる目標では
ありません。色々な方に支えてもらいながら練習に励みました。そ
の中でも一番転機になったのは、U13のナショナル強化指定選手
に選ばれたことです。味の素トレーニングセンターでの強化合宿や
海外遠征は、６年生になったばかりの私にとって、これまで経験し
たことのないとても貴重な体験となりました。U13のコーチの方々
からもたくさんの技術やマナーなどを教え
て頂きました。京都に帰って教えてもらっ
た技を使うのがとても楽しかったです。そ
の頃からバドミントンがさらに好きになり、
土日の１日練習や、厳しい練習にも耐える
ことができました。
しかし、６年生のABC 大会では、大会
直前に高熱がでてしまい何とか出場はで
きましたが、思うように動けずベスト８で
負けました。選手として勝つためには体調
管理をしっかりすることがとても大切だと
思いました。あと残す大会は一つだけで
す。あせればあせるほど思うようなプレイができず、気持ちも不安
定な日が多くなり、きれのないプレイが続きました。その最悪の状
態があり立ち直るまではとても苦しい日々でした。
また試合が近づ
いてくると練習が厳しくなり、
逃げ出したくなりましたが「優勝する」
という目標があったのでとにかく我慢しました。そうしているうちに
どんどん調子が良くなってきて大会には一番いい状態で臨むこと
ができました。この苦しい時期を何とか乗り越えたからこそ今回
優勝することができ、目標を達成できたと思います。ファイナルも
多かったですが、全て競り勝つことができたので優勝した時はと
ても嬉しかったです。そして、少年団の監督や、コーチ、いつも応
援してくれた家族や周囲の方々に支えてもらったおかげだと思っ
ています。その感謝の気持ちを絶対に忘れず、これからも常に目
標をたて、それに向かって精一杯努力していきたいと思います。そ
して、いつも礼儀正しく誰からも愛される選手になり、６年後の東
京オリンピックに出場したいです。
また将来は、世界的な舞台で日
本代表として活躍できるような強い選手になりたいです。中学校、
高校とさらに努力してこれからも頑張っていきたいと思います。

2013 年日本小学生バドミントン連盟
強化部の事業報告

日本小学生バドミントン連盟
選手強化部 部長 中
平成25年度、日本小学生バドミントン連盟の強化事業
は変化に富んだ濃密な行事となり、タフでありましたが学
ぶべき事の多いものとなりました。
8月５日から８日にかけて行われた第１回選抜強化合宿
は、京都長岡京市の西山公園体育館にて選手、役員60数
名の参加を得ました。
長年、全国の小学生プレーヤーの憧れであったサンヨー
合宿が、昨年パナソニック合宿となったものの、１年で終了。
パナソニックの選手、スタッフが築いてくれたものを消さな
い様、新たなスタートを切ったこの合宿は、男子をナショ
ナルジュニアの長谷川コーチが、バランス重視のトレーニン
グと戦略的なパターン、２×１練習を数多く提供され、意
識を切り離さず練習に取り組む事を考えさせられました。
一方、女子はナショナルジュニアの井田コーチの指導で、
安定した動き作りの為のトレーニング、
フットワーク、
ストロー
クの各分野で細やかなアドバイスをもらいながら活動しまし
た。このアドバイスは生活面に通じていくものが多く選手
の成長にプラスとなった様です。
運営の始まりから終わりまで自主運営する困難さを知り、

口

直

人

パナソニックスタッフのありがたみを知らされた合宿でした。
改めて感謝です。
続いて、８月18日から21日にかけて、第12回日小連強化
合宿が八代市にて40名の参加を得て行われました。ナショ
ナル中島コーチを迎えての合宿は、世界に通じて行くアイ
ディアを期待するワクワクしたものとなりました。
選手、
スタッ
フ共に、タフなスケジュールに疲れ気味なところに、強烈
なエネルギーを注入していただきました。
フィジカルトレーニング、フットワーク、ストロークの練習
は、スピードとリズムを要求されキツいメニューとなりました
が、選手、スタッフは自身を追い込んで行く力が、世界へ
の一歩目となるのだという思いに、顔を上げ、前向きにな
れたと思いました。
ナショナルジュニア、ナショナルのコーチを迎え２つの合
宿を行えた事は、強化指定の選手と同じ環境を与えられた
事で日小連の強化合宿にひとつの流れが出来たと思われま
す。個々の意気込みが更に高くなる事が予想出来た１年と
なりました。

平成25年度の専門部事業
選手強化部
１）平成25年度日本小学生バドミントン連盟強化合宿
①

平成25年度第1回Ｕ－13選抜強化合宿

②

第12回日小連強化合宿………………………………８月18日～21日／熊本県八代市

…………………8月5日～8日／京都府長岡京市

西山公園体育館（京都府長岡京市）
八代市総合体育館

２）平成25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25年度日本協会

選手強化本部事業

①

2013年ジュニアナショナルＵ－13強化指定選手

強化合宿

②

第1回日台小学生交流競技会………………………7月11日～15日／ＮＴＣ

③

第19回原川杯初等学校国際選手権（ウォンチョンカップ）………7月29日～8月2日／韓国・高揚市

④

第8回台湾小学生大会………………………………10月29日～11月2日／台湾・台北市

⑤

2014年ジュニアナショナルＵ－13強化指定選手

⑥

2014年ジュニアナショナルＵ－13強化指定選手

………………………………５月18日～24日／ＮＴＣ

強化合宿

………………………………11月11日～17日／ＮＴＣ
強化合宿

………………………………1月26日～2月1日／ＮＴＣ

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 ６月30日

広島県小学生バドミントン連盟（福山市久松台小学校体育館）

② ９月８日

高知県小学生バドミントン連盟（高知市東部体育館）

③ ９月23日

長崎県小学生バドミントン連盟（長崎東公園コミュニティセンター）

④ 10月23日

山形県小学生バドミントン連盟（山形県体育館）

⑤ 11月９日

徳島県小学生バドミントン連盟（徳島市スポーツセンター）

⑥ 11月9・10日

北海道小学生バドミントン連盟（深川市総合体育館）

⑦ 11月9・10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）

⑧ １月12日

兵庫県小学生バドミントン連盟（三田市城山公園体育館）

⑨ 1月13日

岐阜県小学生バドミントン連盟（笠松町総合体育館）

⑩ 2月5日

茨城県小学生バドミントン連盟（石岡市石岡公園体育館）

⑪ 2月23日

滋賀県小学生バドミントン連盟（大津市仰木中学校体育館）

⑫ 2月23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）

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25年度は６回の講義を実施した。
① ６月１日

島根県小学生バドミントン連盟講習会

担当：高畠朋子（栄養士）

② ６月９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）

③ ６月30日

広島県小学生バドミントン連盟講習会

担当：置塩良政（医師）

④ ９月23日

長崎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10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）

⑥ ２月23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）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」
第22回全国小学生バドミントン選手権大会にて測定
３）小学生スポーツ障害110番
本年度は相談件数なし

担当：坂東陽月（歯科医）
平成25年12月21日～25日

山形県山形市

平成26年度の事業計画
５月25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26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44名が出席しました。

主催大会の開催
１）第30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）……８月１日～４日
２）第15回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会（熊本県八代市）……………8月15日～17日
３）第23回全国小学生バドミントン選手権大会（新潟県新潟市）……………12月25日～29日
【27年度大会開催予定】「第31回若葉カップ」京都府長岡京市
「第24回全小大会」福岡県北九州市

「第16回ＡＢＣ大会」熊本県八代市

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 第２回Ｕ－13選抜強化合宿（日バと共催）…………８月４日～７日／西山公園体育館（京都府長岡京市）
② 第13回選抜強化合宿……………………………………８月17日～20日／八代市総合体育館（熊本県八代市）
③ 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26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21日～27日 ＮＴＣ
（Ｕ－13）男子強化合宿
６月14日～20日 ＮＴＣ
（Ｕ－13）強化合宿
１0月９日～15日 ＮＴＣ
（Ｕ－13）強化合宿
１月21日～27日 ＮＴＣ
② 日・台小学生交流競技会
６月30日～７月５日 ＮＴＣ
③ 韓国ジュニアオープン
  直前合宿
11月８日〜11日 ＮＴＣ
  
競技会
11月11日〜16日 韓国

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26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14号』の発行
② インターネット 公式サイトの管理運営

平成25年度の賛助会員としてご協力をいただいた皆さんです。

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。
（敬称略）

【北海道】南空知協会／刈田ジュニア／芽室町少年団／岩見沢ジュニア／田仁クラブ／高砂小同好会／港南飛翔ジュニア
／豊浦ファイターズ／東ジュニア／帯広ジュニア 【青森県】青森県小学生連盟（３口）／奈良岡浩（10口）【岩手県】村上
信夫 【宮城県】湯村治夫 【秋田県】秋田県小学生連盟（５口）／原 文俊 【山形県】山形県小学生連盟（10口）／遠藤
宏一 【栃木県】栃木県小学生連盟（５口）／具志堅義幸 【埼玉県】シャトラーズスポ少／イーストフレンドスポ少／能登則
男（１万円）／大内義光／出羽バドミンタン／志木ジュニア（２口）／所沢ジュニア／三郷ダックスジュニア／春日部白翔／川口
朝日ジュニア（２口）【千葉県】小山義夫（１万円）／千葉県小学生連盟（10口）【東京都】平川卓弘（１万円）／青梅ジュ
ニア（１万円）／久松ジュニア／ラケットショップ フジ（１万円）／上田敏之 【神奈川県】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】高岡ジュニア／上市町ジュニアスクール（２口）／堀川南ジュニア（２口）／入善ジュ
ニア／富山南部ジュニア 【石川県】中央ジュニア／ OKジュニア／松田新二郎（１万円）／金沢崎浦 wings ／北山吉明
（１万円）
【福井県】足羽ジュニア／武生ジュニア／松本ジュニア／ wing 【静岡県】富士山クラブ／山田文香／どんぐりジュ
ニア／伊東ワールド（３口）/ 広幡バドキッズ 【愛知県】はりーあっぷジュニア（９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（２口）／永井与志夫（１万円）／
日進ジュニア／ TOYOKAWA Jr ／吉田恵之（３口）／くすの木少年団／にこにこ北城／犬山ドリームズスポ少／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（３口）【三重県】笹川ジュニアスポ少／誠之
スポ少／三重県小学生連盟／下倉輝夫／高茶屋スポ少／小俣町スポ少／南が丘スポ少／梅本洋平／森下さと子（３口）／
北村 元／森井康行／登 俊生／牧野友紀／三重ジュニア（２口）【岐阜県】尾藤宏冶（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／リバーズ／多治見ジュニア／岐南（３口）／岐南東
（２口）／大垣北 BSS ／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／垂井 JSC ／
KojimaBC（５口）／茜部 Jr ／びとう会／渡邊美知成／福永正弘（３口）【滋賀県】真野ジュニア 【京都府】坪内正一（２
口）／小泉和子／舞鶴ジュニア／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／石
井保祐／勝田歳一 【大阪府】大阪府小学生連盟（２口）【兵庫県】兵庫県小学生連盟（２口）【岡山県】岡山県小学生
連盟 【広島県】広島県小学生連盟（２口）【山口県】山口県小学生連盟（３口）【香川県】香川スクール（３口）／太田ス
ポ少茂幸／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／白鳥ジュニアスポ少／飯野スポ少／庵治フ
レッシュ Jr ／中部ジュニアスポ少／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／丸亀南ジュニアスポ少／弦打スポ少／アッド スポーツ フューチャー／植田フレッシュ Jr ／内海スポ少／鬼無ジュ
ニア／ハートJBC ／三木フレッシュ／屋島スポ少 【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／小松島
ジュニア／林崎ジュニア／北島 Bamd ／上坂レインボーズ／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／上坂 Jr 【愛媛県】宇和ジュニア／愛媛県小学生連盟／黒光律子／ B&Gスクール／東雲
BSS 【高知県】
旭東スポ少 【福岡県】福岡県小学生連盟（２口）【長崎県】ジャガーズ（２口）／プロエースジュニア 【熊
本県】熊本県協会小学生部会（３口）【大分県】大分県小学生連盟（３口）【鹿児島県】堂園敏晴 （合計18３件：315口）

※平成26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。

日本小学生バドミントン連盟
会

平成25・26年度役員 （平成25年5月18日改選）

長：籾井勝人

副 会 長：北山吉明

理

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

熊谷敏夫（北海道）

稲津

悟（九州）

事
（東 北）遠藤宏一
（北信越）西本幸夫
（近 畿）松村宏則
（中 国）山下新一
（会 計）福永正弘

日本小学生バドミントン連盟
〒068－0025

（関 東）佐倉和明
（東 海）早川芳朗
（四 国）藤本 伸
（若 葉）立野誠次
（事務局）下野和義

事務局

北海道岩見沢市５条西13丁目20番地
TEL：0126−25−0089

下野和義

気付

FAX：0126−25−4710
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