平成２４年度大会記録 ＜県外大会＞
◆第４１回 北信越実業団選手権大会
・男子

５／２６(土)～２７(日) （大町市運動公園総合体育館）

９位 北陸電力 福井

１１位 福井市役所

◆第３５回 北信越高等学校体育大会

６／１６(土)～１７(日)

（松本市総合体育館）

・男子団体

３回戦 勝山、足羽 ２回戦 福井

１回戦 若狭東

・女子団体

２位 勝山

１回戦 武生

２回戦 武生商業、足羽

◆第６２回 全日本実業団選手権大会
・男子団体

セーレン

６／１３(水)～６／１７(日)

（愛知県）

決勝トーナメント３回戦敗退

福井市役所 決勝トーナメント１回戦敗退
北陸電力福井、福井県庁、勝山市役所 予選ブロック敗退
・女子団体

福井県選抜 予選ブロック敗退

◆第３０回 全日本レディース選手権大会
・都道府県対抗

８／１（金）～３（日）

（北海道札幌市）

決勝トーナメント１回戦敗退

◆第２８回 若葉カップ全国小学生大会
・男子の部 Ｄream.Jr

７／２７金）～７／３０（月）

（京都府長岡京市）

予選リーグ ２勝０敗予選通過→決勝トーナメント進出 ２位

勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ

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 足羽ジュニア

予選リーグ ２勝０敗予選通過→決勝トーナメント進出１回戦敗退

勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ

予選リーグ ２勝０敗予選通過→決勝トーナメント進出１回戦敗退

◆第５１回全日本教職員選手権大会

８／１０（金）～８／１３日（月） （長野県長野市）

・一般男子団体

３位

・一般男子単

１位 笹木里司

・一般男子複

３位 丸永幸則・笹木里司

・男子30歳以上単

３回戦敗退

宮本右京

・男子30歳以上複

１回戦敗退

宮本右京・中野秀明

・男子50歳以上単

１位

葛葉昌彦

・男子50歳以上複

２位

高岡桂・葛葉昌彦

◆第３２回 北信越中学校総合競技大会

４回戦敗退 丸永幸則

１回戦敗退 萬道尊教、吉岡元気、森石 顕

２回戦敗退 萬道尊教・吉岡元気
１回戦敗退

中野秀明

２位 高岡桂

８／７(火)～８(水)

（長野県松本市）

・男子団体

１位 陽明

２回戦敗退 神明

１回戦敗退 勝山南部

・女子団体

１位 勝山南部

３位 工大福井

１回戦敗退 陽明

・男子単

２回戦敗退 鈴木利拓（神明）

・女子単

１位 山口茜（勝山南部） ２位 中島朱音（丸岡） １回戦敗退 西江彩花（春江）

・男子複

４位 北川湧介・高井俊暢（陽明）

１回戦敗退 広瀬有規（春江）、大林拓真（勝山南部）

２回戦敗退 葛葉朋彦・谷口雄祐（陽明）、鍵谷由輝・岩上京太郎（進明）
・女子複

２回戦敗退 鈴木咲貴・大林美穂（勝山南部）、朝倉みなみ・大角ひかり（工大福井）
２回戦敗退 山崎友愛・澤田望空（陽明）

◆第１３回全国小学生ＡＢＣ大会

８／１０（金）～１２（日）

（熊本県八代市）

・男子Ａグループ 決勝トーナメント ベスト１６ 服部輝正（足羽ジュニア）

予選１位

・男子Ｂグループ 決勝トーナメント １回戦敗退 高山優太（あわら飛翔）

予選２位

・男子Ｃグループ 決勝トーナメント １回戦敗退 森阪直弘（足羽ジュニア）

予選１位

・女子Ａグループ 決勝トーナメント ２回戦敗退 織田 遥（松本ジュニア）

予選２位

・女子Ｂグループ 決勝トーナメント ２回戦敗退 山下夢生（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ） 予選２位
・女子Ｃグループ 決勝トーナメント ベスト８

木田恋菜（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ） 予選１位

◆第６３回 全国高等学校バドミントン選手権大会 ８／１（水）～６（月）
・男子団体

２回戦敗退 勝山、足羽

・女子団体

３回戦敗退 勝山

・男子単

４回戦敗退 服部秀治（足羽）

（福井県福井市）

２回戦敗退 武生商業
２回戦敗退 勝矢悠太（工大福井）、木村健人(勝山)

１回戦敗退 石井大翔（勝山）
・女子単

３回戦敗退 鈴木沙知（勝山）

・男子複

４回戦敗退 千京拓寛・石井大翔（勝山）

３回戦敗退 石川泰成・近葉信太（勝山）

２回戦敗退 南京孝実・服部秀治（足羽）

１回戦敗退 勝矢悠太・橋本隼弥（工大福井）

・女子複

２回戦敗退 眞柄友美（勝山）、綿矢汐里（勝山）、大塚 蛍（足羽）

３回戦敗退 綿矢汐里・上田優利愛（勝山）、鈴木沙知・佐々木彩（勝山）
２回戦敗退 山田水基恵・松浦未歩（武生） １回戦敗退 眞柄友美・中村美輝（勝山）

◆第４２回 全国中学校大会

８／２０(月)～２３(木)

・男子団体

５位

陽明

・女子団体

５位

勝山南部

・女子単

優勝

山口茜（勝山南部）

◆第３３回 北信越国体

２回戦敗退

８／２５（土）～２６（日）

・成年男子 ２位（第２代表）
◆第５５回 社会人選手権大会

（千葉県船橋市）

中島朱音（丸岡）
（福井県敦賀市）

・成年女子 ３位
９／７（金）～１２（水）

・少年男子 ２位（第２代表）
（北海道旭川市）

・男子単 ５回戦敗退 大岡兄昌
３回戦敗退 川村勝平、辻岳尋
２回戦敗退 梅林慎太郎、石塚比呂
１回戦敗退 岩永智洋、岩永唯一
・男子複 ３回戦敗退 梅林慎太郎・土居寛人、大岡昇平・石塚比呂
１回戦敗退 岩堀将治・辻岳尋、岩永智洋・岩永唯一、大岡兄昌・川村勝平
・混合複 １回戦敗退 土居寛人・樋渡仁見（島根）
◆第３１回 全日本ジュニア選手権大会

９／１４（金）～１７（月）

（宮崎県宮崎市）

・ジュニア男子単

３回戦敗退 牧野桂大、服部秀治

・ジュニア男子複

１回戦敗退 南京孝実・服部秀治

・ジュニア新人男子単

３回戦敗退 大林拓真

２回戦敗退 鈴木利拓

・ジュニア女子単

２位 山口茜

２回戦敗退 藤田夏未

・ジュニア女子複

１回戦敗退 上田優利愛・多田美貴子

・ジュニア新人女子単

５位 中島朱音

◆日本スポーツマスターズ2012高知大会

２回戦敗退 大角ひかり
１０／２０（土）～２２日（月）

・男子団体 予選Ｇブロック１位→決勝トーナメント進出 決勝トーナメント５位
・女子団体 予選Ｅブロック１位→決勝トーナメント進出 決勝トーナメント５位

（高知県南国市）

◆第６７回国民体育大会バドミントン競技会

１０／５（金）～８日（月）

（岐阜県池田町）

・成年男子 １回戦 福井県 ０－２ 埼玉県
・少年男子 １回戦 福井県 ０－２ 東京都
・少年女子 １回戦 福井県 ０－２ 埼玉県

◆第１８回 北信越小学生選手権大会

１０／７（日）

（石川県金沢市）

・６年男子単 ３位 服部輝正（足羽ジュニア）

３位 松村諒（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ）

・６年女子単 ２位 石丸美咲（あわら飛翔）
・５年男子単 １位 織田涼也（Ｄream.Jr）
３位 出島光紘（あわら飛翔）

３位 齊藤尊

・５年女子単 １位 織田遥（松本ジュニア）
・４年男子単 ２位 松川智哉（敦賀ジュニア）

３位 高山優太（あわら飛翔）

・６年男子複 ２位 上田健志郎・佐野聖之（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ）
３位 勝木佑真・佐藤佑樹（（Ｄream.Jr）

３位 仲谷昌真・笠島大輝（立待ＢＲジュニア）

・６年女子複 ３位 玉木遙・横山楓子（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ）
・５年男子複 ２位 中村怜・山形昌太郎（Ｄream.Jr）
・５年女子複 １位 西藤実悠・松田美澄（大野ジュニア）

２位 小澤捺未・竹澤知穂（松本ジュニア）

３位 齋藤未希・田辺菫（武生ジュニア）
・４年男子複 ３位 木田悠斗・中村舜（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ）

３位 松成ルーク勇輝・竹野聡馬（Ｄream.Jr）

・４年女子複 ３位 山下夢生・斎藤ひなた（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ）

◆第６５回 中部日本選手権大会
・一般男子単

１１／１０（土）～１１日（日）

１位 大岡兄昌

３位 辻岳尋

（三重県四日市市、鈴鹿市）

１回戦敗退 川村勝平

・３０歳以上男子単 ２位 泉 浩
・３０歳以上男子複

１回戦敗退

泉

・４０歳以上男子単 ２位 向山義和

浩・向山義和
３位 家城弘安

１回戦敗退 藤澤 嘉英

・４０歳以上男子複 １回戦敗退 家城弘安・藤澤嘉英
・６０歳以上男子複 １回戦敗退 寺崎由雄・山本敏彦
・６０歳以上女子複 １位 山本三枝子・田中妙子

◆第２９回 全日本シニア選手権大会

３位 三浜良子・半田富美栄

１１／１７(金)～１１／１９（月）

・男子３５歳以上単 ５位 南茂幸夫
・男子６５歳以上単 ５位 山本敏彦
・女子４５歳以上単 ５位 田辺貴恵
・女子６０歳以上単 ５位 山本三枝子
・男子５５歳以上複 ２位 高岡桂・落合久夫（東京）
・男子６５歳以上複 ５位 山本敏彦・寺崎由雄
・５０歳以上混合複 １位 葛葉昌彦・井上美智代
・５５歳以上混合複 ３位 高岡桂・大石小夜子
・６５歳以上混合複 １位 寺崎由雄・片糸康子（石川）

（埼玉県）

◆第７回 全日本レディース競技大会

１２／２２（土）～２４（月） （徳島県徳島市）

・２部Ｂブロック２グループ 屋敷明峰・亀岡美恵（フェイント）

予選リーグ １勝１敗予選敗退

・２部Ｃブロック８グループ 山本亜妃子・浅田晴美（FUKUKA・シニア）

予選リーグ ２勝１敗予選敗退

・２部Ｄブロック６グループ 岡田忍・近葉裕子（シニア） 予選リーグ ３勝０敗予選通過→決勝トーナメント １位
・２部Ｅブロック９グループ 佐々木惠子・多田真由美（シニア） 予選リーグ １勝２敗予選敗退
・２部Ｇブロック４グループ 三浜良子・半田富美栄（オーロン） 予選リーグ ２勝１敗予選敗退
・２部Ｇブロック６グループ 山本三枝子・田中妙子（FUKUKA・ユーアイ）
・２部Ｈブロック４グループ

木下良子・吉川洋子（FUKUKA・オーロン） 予選リーグ １勝２敗予選敗退

◆第２１回 全国小学生選手権大会
・男子団体

３回戦敗退

・女子団体

３回戦敗退

予選リーグ ２勝１敗予選敗退

１２／２３（日）～１２／２７（木）

・６年男子単 ３回戦敗退 服部輝正（足羽ジュニア）

（静岡県袋井市）

１回戦敗退 松村諒（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ）

・６年男子複 ３回戦敗退 勝木佑真・佐藤佑樹（Ｄream.Jr） ３回戦敗退 上田健志郎・佐野聖之（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ）
１回戦敗退 仲谷昌真・笠島大輝（立待ＢＲジュニア）
・６年女子単 ２回戦敗退 石丸美咲（あわら飛翔）
・６年女子複 ２回戦敗退 玉木遥・横山楓子（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ）
・５年男子単 ３回戦敗退 織田涼也（Ｄream.Jr）

２回戦敗退 出島光紘（あわら飛翔）

１回戦敗退 齊藤尊（スターキッズ磯部）
・５年男子複 ３回戦敗退 中村怜・山形昌太郎（Ｄream.Jr）
・５年女子単 ５位 織田遥（松本ジュニア）
・５年女子複 ５位 小澤捺未・竹澤知穂（松本ジュニア）
３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）
・４年男子単 ５位 高山優太（あわら飛翔）

２回戦敗退 松川智哉（敦賀ジュニア）

・４年男子複 ２位 木田悠斗・中村舜（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ）

５位 松成ルーク勇輝・竹野聡馬（Ｄream.Jr）

・４年女子複 ２回戦敗退 山下夢生・斎藤ひなた（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ）

◆第４１回 全国高等学校選抜北信越大会

１／２５（金）～２７（日）

（富山県高岡市）

・男子団体 勝山高校 ３位

足羽高校

・女子団体 勝山高校 ３位

武生商業高校 ５位

・男子単

１位 服部秀治（足羽）

・男子複

２位 南京孝実・服部秀治（足羽）

・女子単

１回戦敗退 藤田夏未

・女子複

２回戦敗退 上田優利愛・多田美貴子（勝山）

◆第２４年度北信越小学生大会

３／２（土）～３（日）

４位

（福井県福井市）

・６年男子

２位 足羽ジュニア

３位 勝山チャマッシュジュニア

３位 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ

・５年男子

１位 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ Ａ

・４年男子

１位 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ

２位 勝山チャマッシュジュニア

・６年女子

２位 社南ジュニア

３位 足羽ジュニア

３位 勝山チャマッシュジュニア

・５年女子

１位 武生ジュニア

２位 敦賀ジュニア

３位 大野ジュニア

・４年女子

３位 勝山チャマッシュジュニア

◆第４１回全国高等学校選抜大会

３／２５（月）～２８（木）

・男子単

２回戦敗退 服部秀治（足羽）

・男子複

１回戦敗退 南京孝実・服部秀治（足羽）

◆第１３回全日本中学生選手権大会
・予選リーグ

３／２３（土）～２５（月）

福井 ５－０ 滋賀

福井 ４－１ 茨城

決勝トーナメント 福井 ２－３ 北北海道

（福岡県北九州市）

（香川県高松市、坂出市）

