平成２２年度大会記録
＜県外大会＞
◆第２６回北信越レディースクラブ対抗大会 ５／１６（日）
（長野県）
・予選会の部
３位 フェイント
・クラブ対抗の部 ３部 優勝 FUKUKA
２位 フェイント
◆第６１回全日本実業団選手権大会
６／９（水）～１３（日）
（兵庫県神戸市）
・男子団体
５位 セーレン
ベスト６４ 福井市役所
１次リーグ・グループ２位 福井県庁
・女子団体
１次リーグ・グループ２位 福井県選抜
１次リーグ・グループ４位 福井市役所
◆第３３回北信越高等学校大会
６／１９（土）２０（日） （福井県営体育館）
・男子団体
３位 勝山
２回戦敗退 北陸
１回戦敗退 足羽 金津
・女子団体
３位 武生商業 ３回戦敗退 勝山
２回戦敗退 敦賀 武生
◆第６１回全国高等学校選手権大会
・男子学校対抗
１回戦敗退
・女子学校対抗
３回戦敗退
・男子ダブルス
２回戦敗退
・女子ダブルス
２回戦敗退
１回戦敗退
・男子シングルス ２回戦敗退
１回戦敗退
・女子シングルス ２回戦敗退

７／２８（水）～８／２（月） （沖縄県糸満市）
勝山
武生商業
石塚比呂・尼元啓仁（足羽）
、島田賢・鈴木大貴（勝山）
土谷沙織・坂永萌夏（武生商業）
小木亞沙美・村瀬真祐（武生商業）
小泉拓（勝山）
島田賢（勝山）
村瀬真祐（武生商業）
、坂永萌夏（武生商業）

◆第２８回全日本レディース選手権大会
・都道府県対抗
予選リーグ敗退

７／２９（木）～８／１（日）

（宮崎県仙台市）

◆第２６回 若葉カップ全国小学生大会
７／３０（金）～８／２（月）
（京都府長岡京市）
・男子の部 勝山南部ジュニア
予選リーグ ２勝０敗予選通過→決勝トーナメント
足羽ジュニア
予選リーグ １勝１敗
・女子の部 社南ジュニア
予選リーグ ０勝２敗
勝山ジュニアバドミントンクラブ
予選リーグ ０勝２敗

５位

◆第３１回 北信越中学校総合競技大会
８／４(水)～５(木)
（大野市エキサイト広場）
・男子団体
２位 勝山中部
３位 光陽
２回戦敗退 進明
１回戦敗退 勝山南部
・女子団体
２位 勝山南部
１回戦敗退 武生第三、万葉、武生第二
・男子単
１位 中村大志（勝山中部） ２回戦敗退 勝見優希（勝山北部）
１回戦敗退 近葉信太（至民）
、南京孝実（成和）
・女子単
１位 山口 茜（勝山南部）
１回戦敗退 藤田夏未（明倫）
、川端葵衣（武生第三）
、宮本真実（勝山中部）
・男子複
１位 前田賢史朗・三上敬生（光陽） ２位 西部凌太・竹内裕哉（角鹿）
３回戦敗退 大宮拓真・廣田直樹（勝山中部）
、２回戦敗退 青山駿平・服部秀治（光陽）
・女子複
２回戦敗退 上田優利愛・多田美貴子（勝山南部）
１回戦敗退 竹内葉月・竹本祐利香（万葉）
、松田 蒼・境亜梨沙（勝山南部）
、
宮本愛梨・村瀬結衣（武生第三）
◆第４９回全日本教職員選手権大会
８／４（水）～８日（日）
・男子 50 歳以上単
３回戦敗退 高岡 桂

（鹿児島県薩摩川内市）

◆第１１回全国小学生ＡＢＣ大会
８／１３（金）～１５（日）
（熊本県八代市）
・男子Ａグループ 決勝トーナメント １回戦敗退 清水康士郎（大野ジュニア） 予選２位
・男子Ｂグループ 決勝トーナメント １回戦敗退 農口拓弥（金井学園ｼﾞｭﾆｱ）
予選２位
・男子Ｃグループ 下位トーナメント ２回戦敗退 高山優太（吉川ｼﾞｭﾆｱ）
予選３位
・女子Ａグループ 決勝トーナメント ２回戦敗退 中島朱音（安永スクール）
予選２位
・女子Ｂグループ 下位トーナメント ３回戦敗退 玉木 遥（勝山ｼﾞｭﾆｱ）
予選３位
・女子Ｃグループ 決勝トーナメント ２回戦敗退 野口 愛（金井学園ｼﾞｭﾆｱ）
予選１位

◆第４０回 全国中学校大会
８／１８(水)～２１(土) （岡山県倉敷市）
・男子団体 ２回戦敗退 勝山中部
・女子団体 ２回戦敗退 勝山南部
・男子シングルス ベスト８ 中村大志（勝山中部）
◆第３１回 北信越ミニ国体
・成年女子 ２回戦
福井県
第２代表戦１回戦
・少年男子 １回戦
福井県
・少年女子 １回戦
福井県

８／２１(土)～２２(日) （富山県高岡市）
０－２ 石川県
福井県 ２－１ 新潟県
２回戦 福井県
２－０ 長野県
２回戦 福井県 ０－２
１－２ 新潟県

１－２
石川県

富山県

◆第５３回全日本社会人選手権大会 ９／３（金）～９／８（火） （広島県広島市）
・男子シングルス
１回戦敗退 石村博道 石川大輔 濱田直武 山田耕太 小坂亮太
２回戦敗退 岩永唯一 堂谷内剛 大岡昇平 岩永智洋
３回戦敗退 大岡兄昌
４回戦敗退 辻 岳尋
・男子ダブルス
１回戦敗退 小坂亮太・南祐太
石川大輔・北倉慎也
２回戦敗退 石村博道・山田耕太 岩永唯一・岩永智洋
３回戦敗退 辻 岳尋・堂谷内剛
４回戦敗退 岩堀将治・大岡兄昌 梅林慎太郎・大岡昇平
準決勝敗退 丸永幸則・山田和也
・混合ダブルス１
２回戦敗退 梅林慎太郎・山崎優希子 丸永幸則・村上夏樹（石川）山田和也・浜中麻亜子（石川）
◆第２９回全日本ジュニア選手権大会 ９／１７（金）～２０（月） （愛知県大府市、東海市）
・ジュニア男子シングルス
２回戦敗退 石塚比呂
１回戦敗退 中村大志
・ジュニア男子ダブルス
２回戦敗退 前田賢史朗・三上敬生
・ジュニア女子シングルス
２回戦敗退 村瀬真祐
・ジュニア女子ダブルス
１回戦敗退 鈴木沙知・佐々木彩
・ジュニア新人男子シングルス ３回戦敗退 近葉信太、広瀬有規 １回戦敗退 牧野佳大
・ジュニア新人女子シングルス １位 山口茜 ２回戦敗退 川端葵衣 １回戦敗退 松田真利奈
◆日本スポーツマスターズ２０１０ ９／１８(土)～２０(月)
（三重県）
・男子予選リーグ敗退
福井県 ３－０ 奈良県
福井県 ０－３ 広島県
・女子予選リーグ敗退
福井県 ３－０ 奈良県
福井県 ０－３ 神奈川県
◆第６５回国民体育大会バドミントン競技会
・成年男子
１回戦 福井県 ２－１
２回戦 福井県 ０－２

１０/１（金）～１０/４（月）
岐阜県
宮城県

（千葉県野田市）

◆第１６回北信越小学生選手権大会 １０/３（日） （新潟県）
・６年生以下男子シングルス １位 鈴木利拓
２位 高井俊暢
４位 島田 慎司
・６年生以下男子ダブルス
１位 長谷川貴士・中野崇人
４位 林貴光・内山智仁
２回戦敗退 安本武弘・斉藤雄介
・６年生以下女子シングルス ４位 中島朱音
２回戦敗退 山本花歩
１回戦敗退 小倉愛代
・６年生以下女子ダブルス
３位 大角ひかり・石丸彩乃
４位 三屋美咲・坂井愛香
２回戦敗退 澤田望空・山崎友愛
・５年生以下男子シングルス ２位 清水康士郎
２回戦敗退 大林拓真
１回戦敗退 山岸茂直
・５年生以下男子ダブルス
１位 南茂蓮太・斎藤楓
２位 髙橋岬平・清水智也
４位 川井優希・屋敷海斗
・５年生以下女子シングルス ２位 髙野亜美
４位 渡邉萌香
２回戦敗退 酒井ありさ
・５年生以下女子ダブルス
１位 木村茉梨奈・中村風月 ２回戦敗退 内山実久・村端菜央
１回戦敗退 横田奈々・山村迅輪
・４年生以下男子シングルス １位 農口拓弥
２位 服部輝正 ３位 上田健志郎
・４年生以下男子ダブルス
２回戦敗退 勝木佑真・中村怜、仲谷昌真・古川明
１回戦敗退 村松諒・佐野聖之
・４年生以下女子シングルス ３位 玉木遥
４位 西行愛希
１回戦敗退 小倉亜友
・４年生以下女子ダブルス
３位 横山楓子・有馬里歩
２回戦敗退 工谷美佑・織田遥
１回戦敗退 家瑞羽・小川真嬉
◆第６３回中部日本選手権大会
・一般女子ダブルス
・少年男子シングルス
・少年男子ダブルス
・６０歳以上男子ダブルス

１１/１３（土）
，１４（日） （愛知県刈谷市）
優勝 木村崚（愛知）
・山崎優希子（福井）
３位 石塚比呂、木村健人
優勝 石塚比呂・尼元啓仁
優勝 寺崎由雄・山本敏彦

◆第２７回全日本シニア選手権大会
・３５歳以上男子シングルス
・３５歳以上女子シングルス
・３５歳以上男子ダブルス
・３５歳以上女子ダブルス
・４５歳以上女子シングルス
・４５歳以上女子ダブルス
・４５歳以上混合ダブルス
・５０歳以上混合ダブルス
・６０歳以上男子シングルス
・６０歳以上女子シングルス
・６０歳以上男子ダブルス
・６０歳以上混合ダブルス
・６５歳以上女子シングルス
・７０歳以上女子シングルス
・７０歳以上混合ダブルス
◆第１９回全国小学生選手権大会
・都道府県対抗団体戦 男子
・都道府県対抗団体戦 女子
・男子シングルス４年生以下
・女子シングルス４年以下
・男子シングルス５年生以下
・女子シングルス５年生以下
・男子シングルス６年生以下
・女子シングルス６年生以下
・女子ダブルス４年生以下
・男子ダブルス５年生以下

・女子ダブルス５年生以下
・男子ダブルス６年生以下
・女子ダブルス６年生以下

１１／１９（金）～２２（月）
（福岡県）
優勝 上田健吾
ベスト８ 渡邉冬子
ベスト４ 上田健吾・南茂幸夫
２位 渡邉冬子・菱谷順子
ベスト８ 田辺貴恵
ベスト８ 井上美智代・小林洋子
２位 葛葉昌彦・井上美智代
ベスト８ 高村一男・西村真澄
ベスト８ 山本敏彦
優勝 前田小夜子
ベスト８ 寺崎由雄・山本敏彦
２位 寺崎由雄（福井）
・片糸康子（石川）
ベスト８ 中西エミ子
ベスト４ 柿木みつる
ベスト８ 川出常雄・野村淳子
１２/２４（金）～２８（火） （愛媛県松山市）
４回戦敗退
４回戦敗退
４回戦敗退 農口拓弥（金井学園）
３回戦敗退 服部輝正（足羽ジュニア）
２回戦敗退 西行愛希、玉木遥
３回戦敗退 清水康士郎（大野ジュニア）
３回戦敗退 高野亜美（安永） １回戦敗退 渡邉萌香（社南ジュニア）
３回戦敗退 鈴木利拓（Dream ジュニア） ２回戦敗退 高井俊暢（大野ジュニア）
２回戦敗退 島田慎司（咸新スポーツ少年団）
３位 中島朱音（安永）
３回戦敗退 横山楓子・有馬里歩（勝山ジュニア）
準決勝敗退 南茂蓮太・斉藤楓（勝山南部ジュニア）
３回戦敗退 髙橋岬平・清水智也（足羽ジュニア）
２回戦敗退 川井優希・屋敷海斗（社南ジュニア）
優勝 木村茉梨奈・中村風月（勝山ジュニア）
４回戦敗退 長谷川貴士・中野崇人 ２回戦敗退 林貴光・内山智仁（大野ジュニア）
３回戦敗退 大角ひかり・石丸彩乃（安永）
２回戦敗退 三屋美咲・坂井愛香（勝山南部ジュニア）

◆平成２２年度全国高等学校選抜北信越大会
１／２２（土）
，２３（日）
・男子団体 ３回戦敗退 勝山
２回戦敗退 足羽
・女子団体 ３回戦敗退 勝山、武生商業
・男子ダブルス ２位 石塚比呂・尼元啓仁（足羽） 第２代表
・男子シングルス ベスト４ 石塚比呂（足羽） 第２代表
・女子ダブルス ベスト４ 佐々木彩・中村美輝（勝山）
・女子シングルス ベスト４ 眞柄友美（勝山）

（石川県金沢市）

