
平成２３年度大会記録 ＜県外大会＞

◆第２７回 北信越レディースクラブ対抗大会 ５／１５（日） （福井県営体育館）

・団体２部 １位 ＦＵＫＵＫＡ Ａ ３位 シニアフェイント

・団体３部 １位 ＦＵＫＵＫＡ Ｂ ３位 ユーアイ（レディース）

◆第４０回 北信越実業団選手権大会 ５／２１(土)～２２(日) （富山県高岡市民体育館）

・男子 ３位 セーレン ９位 福井市役所 １６位 東洋紡績 １７位 福井県庁

・女子 ３位 福井県選抜

◆第３４回 北信越高等学校体育大会 ６／２０(土)～２１(日) （長野運動公園総合体育館）

・男子団体 ２位 足羽 ３回戦 勝山 １回戦 高志、金津

・女子団体 ３位 勝山 ３回戦 武生商業 ２回戦 武生 １回戦 金津

◆第６１回 全日本実業団選手権大会 ６／２９(水)～７／３(日) （石川県金沢市）

・男子団体 セーレン 決勝トーナメント３回戦敗退

福井県庁 決勝トーナメント１回戦敗退

・女子団体 福井県選抜 予選ブロック敗退

◆第２９回 全日本レディース選手権大会 ７／２９（金）～３１（日） （岡山県岡山市）

・クラブ対抗 フェイント 決勝トーナメント１回戦敗退

◆第２７回 若葉カップ全国小学生大会 ７／２９（金）～８／１（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→決勝トーナメント進出 ３位

Ｄream.Jrジュニア 予選リーグ ２勝０敗予選通過→決勝トーナメント進出 ５位

・女子の部 松本ジュニア 予選リーグ ２勝０敗予選通過→決勝トーナメント進出 ５位

勝山ジュニア 予選リーグ １勝１敗予選敗退

第５０回全日本教職員選手権大会 ８／１（月）～８／４日（木） （愛媛県松山市）◆

・一般男子団体 １回戦敗退

・一般男子単 １位 笹木里司 ２回戦敗退 丸永幸則、吉岡元気 １回戦敗退 萬道尊教

・一般男子複 ３位 丸永幸則・笹木里司 １回戦敗退 萬道尊教・吉岡元気

・男子30歳以上単 １回戦敗退 宮本右京

・男子50歳以上単 １位 高岡 桂

◆第３２回 北信越中学校総合競技大会 ８／４(木)～５(金) （富山県高岡市）

・男子団体 ２位 光陽 ２回戦敗退 勝山中部 １回戦敗退 勝山北部

・女子団体 ２回戦敗退 勝山南部 １回戦敗退 陽明、工大福井

・男子単 １位 服部秀治（光陽） １回戦敗退 近葉信太（至民 、近藤隼人（光陽））

・女子単 １位 山口茜（勝山南部） １回戦敗退 川端葵衣（武生第二 、西江彩花（春江））

・男子複 １位 西部凌太・竹内裕哉（角鹿） ３位 前田浩史朗・江川尚志（光陽）

２回戦敗退 印牧将広・鍵谷由輝（進明）

・女子複 ２回戦敗退 朝倉みなみ・大角ひかり（工大福井 、村瀬結衣・宮本愛梨（武生第三））

１回戦敗退 境亜梨沙・砂田晴香（勝山南部）



◆第１２回全国小学生ＡＢＣ大会 ８／１２（金）～１４（日） （熊本県八代市）

・男子Ａグループ 決勝トーナメント ２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 出島光紘（ピットジュニア） 予選２位

・男子Ｃグループ 下位トーナメント ３位 奥山晃成（越前ジュニア） 予選３位

・女子Ａグループ 決勝トーナメント ３回戦敗退 木村茉梨奈（勝山ジュニア） 予選１位

・女子Ｂグループ 決勝トーナメント ３回戦敗退 山田茉鈴（粟野南ジュニア） 予選１位

・女子Ｃグループ 下位トーナメント ３位 松井咲来（武生西スポ少） 予選３位

◆第６２回 全国高等学校バドミントン選手権大会 ８／１５（月）～２０（土） （青森県弘前市）

・男子団体 ２回戦敗退 勝山

・女子団体 ２回戦敗退 勝山

・男子単 初戦敗退 石塚比呂（足羽 、勝矢悠太（工大福井））

・女子単 ３回戦敗退 眞柄友美（勝山） ２回戦敗退 綿矢汐里（勝山）

・男子複 ４回戦敗退 石塚比呂・尼元啓仁（足羽） ２回戦敗退 中村周平・横井悠真（勝山）

・女子複 初戦敗退 竹原佳那・眞柄友美（勝山 、村瀬真祐・上山莉奈（武生商業））

◆第４１回 全国中学校大会 ８／２２(月)～２５(木) （滋賀県大津市）

・男子団体 ５位 光陽

・男子単 初戦敗退 服部秀治（光陽）

・男子複 初戦敗退 西部凌太・竹内裕哉（角鹿 、前田浩史朗・江川尚志（光陽））

・女子単 ５位 山口茜（勝山南部）

◆第３２回 北信越国体 ８／２７（土）～２８（日） （長野県岡谷市）

・成年男子 ５位 ・少年男子 ２位（第２代表） ・少年女子 ３位

◆第５４回 社会人選手権大会 ９／１０（土）～１５（木） （愛知県一宮市）

・男子単 ５回戦敗退 川村勝平、笹木里司

４回戦敗退 辻岳尋

３回戦敗退 大岡兄昌

２回戦敗退 岩永唯一、大岡昇平

１回戦敗退 田中康雄、岩永智洋

・男子複 ４回戦敗退 岩堀将治・大岡昇平、丸永幸則・笹木里司

３回戦敗退 辻岳尋・川村勝平

２回戦敗退 岩永唯一・梅林慎太郎

１回戦敗退 千京史知・竹内宏徳、田中康雄・篠田淳

・女子複 ２回戦敗退 山崎優希子・畑小百合

・混合複 ３回戦敗退 丸永幸則・牧畠亜季奈

２回戦敗退 梅林慎太郎・山崎優希子

◆第３０回 全日本ジュニア選手権大会 ９／１６（金）～１９（月） （新潟県新潟市）

・ジュニア男子単 初戦敗退 服部秀治

・ジュニア男子複 初戦敗退 石井大翔・千京拓寛

・ジュニア新人男子単 ３回戦敗退 鍵谷由輝 ２回戦敗退 広瀬有規

・ジュニア女子単 ３位 山口茜 ３回戦敗退 眞柄友美 ２回戦敗退 藤田夏未

・ジュニア女子複 ２回戦敗退 鈴木沙知・綿矢汐里

・ジュニア新人女子単 ２回戦敗退 朝倉みなみ、西江彩花



◆日本スポーツマスターズ2011石川大会 ９／１７（土）～１９日（月） （石川県白山市）

・男子団体 予選Ｇブロック３位

・女子団体 予選Ｄブロック１位→決勝トーナメント進出 決勝トーナメント３位

◆第６６回国民体育大会バドミントン競技会 １０／７（金）～１０日（月） （山口県光市）

・少年男子 １回戦 福井県 １－２ 熊本県

・成年女子 １回戦 福井県 １－２ 京都府

◆第１７回 北信越小学生選手権大会 １０／９（日） （福井県営体育館体育館）

・６年男子単 ２位 大林拓真（勝山南部ジュニア） ３位 清水康士郎（大野ジュニア）

・６年女子単 １位 高野亜美（安永スクール）

・５年男子単 １位 服部輝正（足羽ジュニア） ２位 農口拓弥（金井学年ジュニア）

３位 笠島大輝（立待ＢＲジュニア）

・５年女子単 ２位 石丸美咲（安永スクール）

・４年男子単 １位 中村怜（Ｄream.Jr）

３位 高山優太（吉川ジュニア） ３位 織田涼也（Ｄream.Jr）

・４年女子単 ２位 山田茉鈴（粟野南スポ少） ３位 中村美月（勝山ジュニア）

・６年男子複 １位 南茂蓮太・斎藤楓（勝山南部ジュニア） ２位 川井優希・屋敷海斗（社南ジュニア）

・６年女子複 １位 木村茉梨奈・中村風月（勝山ジュニア）

・５年男子複 ３位 仲谷昌真・古川明（立待ＢＲジュニア）

・５年女子複 ２位 玉木遙・横山楓子（勝山ジュニア） ３位 工谷実佑・織田遙（松本ジュニア）

・４年男子複 ３位 山形昌太郎・中山柚（Ｄream.Jr） ３位 小寺晋ノ介・元文大夢（Ｄream.Jr）

・４年女子複 １位 小澤捺未・竹澤知穂（松本ジュニア） ２位 坂本唯莉・竹本晴來（武生ジュニア）

３位 西藤実悠・松田美澄（大野ジュニア） ３位 齋藤未希・田辺菫（武生ジュニア）

◆第２４回 全国スポーツレクレーション祭 １１／５（土）～８（日） （栃木県小山市）

・年齢別バドミントン競技 チーム酔戦（福井県）３－０ チームＫＩＳＡＫＡＴＡ（秋田県）

◆第６４回 中部日本選手権大会 １１／１２（土）～１３日（日） （岐阜県山県市）

・一般男子単 初戦敗退 佐々木大介

・一般男子複 初戦敗退 奥村勇気・佐々木大介

・３０歳以上女子複 初戦敗退 石須紀世美・山崎満里子

・４０歳以上男子単 ２位 植林宏晃 ３位 佐藤輝行、向山義和 初戦敗退 成瀬安昭

・４０歳以上男子複 ３位 植林宏晃・佐藤輝行 初戦敗退 向山義和・成瀬安昭

・４０歳以上女子複 １位 近葉裕子・岡田忍

・６０歳以上男子複 ３位 寺崎由雄・山本敏彦

・５０歳以上女子複 ３位 和田佳子・多田真由美

・６０歳以上女子複 ２位 前田小夜子・山本三枝子

・混合複 初戦敗退 高橋譲・浅田晴美

◆第２８回 全日本シニア選手権大会 １１／１８(金)～１１／２１（月） （宮城県仙台市）

・男子５５歳以上複 １位 高岡桂・高野一男

・女子３５歳以上単 ２位 渡邉冬子

・女子４５歳以上単 １位 小林陽子 ３位 田辺貴恵



◆第６回 全日本レディース競技大会 １２／９（金）～１１（日） （長野県松本市）

・２部Ｃブロック 近葉裕子・岡田忍（シニア） 予選リーグ ３勝０敗予選通過→決勝トーナメント進出 初戦敗退

・２部Ｄブロック 小原千恵子・浅田晴美（シニア） 予選リーグ ２勝１敗予選敗退

・２部Ｅブロック 佐々木恵子・多田真由美（シニア） 予選リーグ １勝２敗予選敗退

・２部Ｅブロック 大石小夜子・石須紀世美（シニア） 予選リーグ ２勝１敗予選敗退

・２部Ｅブロック 和田佳子・宮原里美（フェイント・シニア） 予選リーグ １勝２敗予選敗退

・２部Ｇブロック 前田小夜子・山本三枝子（フェイント・FUKUKA） 予選リーグ ２勝１敗予選敗退

◆第２０回 全国小学生選手権大会 １２／２３（金）～１２／２７（火） （北海道釧路市）

・男子団体 １位

・女子団体 ３回戦敗退（１６強）

・６年男子単 ３位 大林拓真（勝山南部ジュニア） ３回戦敗退 清水康士郎（大野ジュニア）

・６年男子複 ８強 南茂蓮太・斎藤楓（勝山南部ジュニア） ２回戦敗退 川井優希・屋敷海斗（社南ジュニア）

・６年女子単 ３回戦敗退 高野亜美（安永スクール）

・６年女子複 ５位 木村茉梨奈・中村風月（勝山ジュニア）

・５年男子単 ５位 服部輝正（足羽ジュニア） ３回戦敗退 農口拓弥（金井学園ジュニア）

・５年男子複 ２回戦敗退 仲谷昌真・古川明（立待ＢＲジュニア）

・５年女子単 ３回戦敗退 石丸美咲（安永スクール）

・５年女子複 ２回戦敗退 工谷実佑・織田遙（松本ジュニア）２回戦敗退 玉木遙・横山楓子（勝山ジュニア）

・４年男子単 ３回戦敗退 中村怜（Ｄream.Jr） ２回戦敗退 織田涼也（Ｄream.Jr）

２回戦敗退 高山優太（吉川ジュニア）

・４年男子複 ２回戦敗退 山形昌太郎・中山柚（Ｄream.Jr） ２回戦敗退 小寺晋ノ介・元文大夢（Ｄream.Jr）

・４年女子単 ３回戦敗退 山田茉鈴（粟野南ジュニア） １回戦敗退 中村美月（勝山ジュニア）

・４年女子複 ５位 小澤捺未・竹澤知穂（松本ジュニア） ２回戦敗退 齋藤未希・田辺菫（武生ジュニア）

２回戦敗退 西藤実悠・松田美澄（大野ジュニア） ２回戦敗退 坂井唯莉・竹本晴來（武生ジュニア）

◆第４０回 全国高等学校選抜北信越大会 １／２１（土）～２２（日） （長野県長野市）

・男子団体 勝山高校 １位リーグ５位 ０勝４敗 武生高校 ２位リーグ５位 ０勝４敗

・女子団体 勝山高校 １位リーグ３位 ２勝２敗 武生商業高校 ２位リーグ１位 ３勝１敗

◆第２３年度北信越小学生大会 ３／３（土）～４（日） （新潟県新潟市）

・６年男子 １位 勝山南部ジュニア ２位 大野ジュニア

・５年男子 ２位 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ 予選２位 勝山ジュニア

・４年男子 １位 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ ３位 勝山南部ジュニア

・６年女子 ３位 社南ジュニア 予選３位 大野ジュニア

・５年女子 ３位 勝山ジュニア 予選２位 松本ジュニア

・４年女子 ２位 武生ジュニア 予選２位 大野ジュニア

◆第４０回全国高等学校選抜大会 ３／２４（土）～２７（火） （広島県広島市）

・男子団体 勝山高校 予選Ｂリーグ３位

・女子団体 勝山高校 予選Ｋリーグ２位

◆第１２回全日本中学生選手権大会

・福井県 ５位


