
平成２５年度大会記録 ＜県外大会＞ 

 

 

◆第４２回 北信越実業団選手権大会  ５／１８(土)～１９(日) （福井市体育館） 

 ・男子  ２位 セーレン      １１位 福井県庁   １３位 北陸電力福井  １５位 福井市役所      

   

 

◆第３６回 北信越高等学校体育大会  ６／１５(土)～１６(日)     （石川県金沢市） 

 ・男子団体  １位 勝山高校   ３回戦敗退 足羽高校 福井高校    １回戦敗退 北陸高校  

 ・女子団体  ２位 勝山高校   ３回戦敗退 武生商業         １回戦敗退 福井高校 足羽高校  

 

 

◆第６３回 全日本実業団選手権大会  ７／３(水)～７(日)  （北海道札幌市） 

 ・男子団体  ９位 セーレン      

           

  

◆第３１回 全日本レディース選手権大会  ７／２５（金）～２８（日）  （神奈川県小田原市） 

 ・都道府県対抗   予戦敗退  

 

 

◆第２９回 若葉カップ全国小学生大会  ８／２（金）～８／５（月）   （京都府長岡京市） 

 ・男子の部 Ｄream.Jr       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  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 ９位 

       大野ジュニア       予選リーグ １勝１敗予選通敗退                                    

 

 

◆第５２回全日本教職員選手権大会  ８／１１（金）～８／１４日（月）  （宮崎県宮崎市+） 

 ・一般男子単    ５位 笹木里司      ５位 千京尚将    

  ・一般男子複    １位 笹木里司・千京尚将      

  

 

◆第３４回 北信越中学校総合競技大会  ８／７(火)～８(水)   （石川県白山市） 

 ・男子団体  ３位 勝山南部       ２回戦敗退 神明     １回戦敗退 光陽     

 ・女子団体  ３位 福井工大福井     ３位 進明        １回戦敗退 武生第一 

 ・男子単   １位 大林拓真（勝山南部） ３位 鈴木利拓（進明）  １回戦敗退 島田慎司（角鹿） 

 ・女子単   １回戦敗退位 中島朱音（丸岡） 高野亜美（丸岡南） 渡邉萌香（至民） 

 ・男子複   ２回戦敗退 長谷川貴士・中野崇人（勝山南部）  清水康士郎・南茂蓮太（勝山南部） 

        １回戦敗退 安本武弘・齋藤雄介（光陽） 

 ・女子複   ２回戦敗退 大角ひかり・石丸彩乃（福井工大福井） 木村茉梨奈・中村風月（福井工大福井） 

２回戦敗退 漆崎美優・大久保陽菜（武生第一）  

 

 

◆第１４回全国小学生ＡＢＣ大会   ８／１７（土）～１８（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 出島光紘（あわら飛翔）    予選１位 

 ・男子Ｂグループ  決勝トーナメント １回戦敗退  関口大毅（Ｄｒｅａｍ.Ｊｒ）  予選２位 

 ・男子Ｃグループ 決勝トーナメント １回戦敗退 山本 侃（えちぜんジュニア） 予選２位 

 ・女子Ａグループ  決勝トーナメント ベスト１６ 織田 遥（松本ジュニア）    予選１位 

 ・女子Ａグループ 下位トーナメント 敢闘賞   山田茉鈴（敦賀ジュニア）   予選３位 

 ・女子Ｂグループ 下位トーナメント ２回戦敗退 木水優羽（武生西スポ少）    予選３位 

  ・女子Ｃグループ  決勝トーナメント ベスト１６ 工谷羽音（松本ジュニア）    予選１位 



◆第６４回 全国高等学校バドミントン選手権大会 ８／６（火）～１１（日）   （福岡県北九州市） 

  ・男子団体  ２回戦敗退 勝山高校  

  ・女子団体  ３位 勝山高校    

  ・男子単   ３回戦敗退 牧野桂大（勝山高校）  １回戦敗退 近藤隼人（足羽高校) 

 ・女子単   １位 山口 茜（勝山高校）     ２回戦敗退 西江彩花（勝山高校） 

  ・男子複   ベスト１６ 南京孝実・服部秀治（足羽高校）   １回戦敗退 石川泰成・近葉信太（勝山高校） 

 ・女子複   ベスト１６ 山口 茜・鈴木咲貴（勝山高校）   ２回戦敗退 竹内葉月・宮本愛梨（武生商業） 

 

 

◆第４３回 全国中学校大会  ８／１７(土)～２０(火)   （静岡県富士宮市） 

 ・男子単   ５位       大林拓真（勝山南部中） 

２回戦敗退    鈴木利拓（進明中） 

  

 

◆第３４回 北信越国体      ８／２４（土）～２５（日）  （新潟県三条市） 

  ・成年男子 ４位      ・成年女子 ４位      ・少年女子 ２位（第２代表） 

 

 

◆第５６回 社会人選手権大会   ８／３０（金）～９／４（土）   （大阪府大阪市） 

  ・男子単 ４回戦敗退 大岡兄昌 松原 司 

      ３回戦敗退 宇野賢人 石塚比呂 辻 岳尋 大岡昇平 

            ２回戦敗退 岡部佳浩 濱田直武 岩永智洋 岩永唯一 池田拓郎 

            １回戦敗退 岩堀将治 三田靖之 石川大輔 川村勝平 田中康雄 

  ・男子複 ４回戦敗退 梅林慎太郎・大岡昇平 

      ３回戦敗退 山口夏季・南 祐太 岩永唯一・岩堀将治 

      ２回戦敗退 田中康雄・三田靖之 岩永智洋・大岡兄昌 北倉慎也・川村勝平 土居寛人・宇野賢人 

            １回戦敗退 石塚比呂・松原 司 

 ・女子複 １回戦敗退 村瀬真祐・市村幸子 

  ・混合複 ４回戦敗退 土居寛人・竹内沙希（石川）   ３回戦敗退 山口夏樹・村瀬真祐 

１回戦敗退 南 祐太・市村幸子 

             

 

◆第３２回 全日本ジュニア選手権大会   ９／１４（金）～１６（月）  （石川県金沢市） 

  ・ジュニア男子単    ４回戦敗退 牧野桂大（勝山高校） ３回戦敗退 服部秀治（足羽高校） 

  ・ジュニア男子複    ２回戦敗退 服部秀治・広瀬有規（足羽高校） 

  ・ジュニア新人男子単   ３回戦敗退  大林拓真（勝山南部中）   １回戦敗退 南茂蓮太（勝山南部中） 

  ・ジュニア女子単    ２位 山口 茜（勝山高校）       １回戦敗退 中島朱音（丸岡中）    

  ・ジュニア女子複    ３位 山口 茜・鈴木咲貴（勝山高校）  

  ・ジュニア新人女子単  ２回戦敗退 木村茉梨奈（福井工大福井中） ２回戦敗退 渡邉萌香（至民中） 

 

 

◆日本スポーツマスターズ2013北九州大会   １０／１４（土）～１６日（月）   （福岡県北九州市） 

  ・男子団体 予選Ｂ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  

 ・女子団体 予選Ｆブロック２位 

 

 

◆第６８回国民体育大会バドミントン競技会  １０／４（金）～７日（月）  （東京都町田市） 

   ・少年男子 １回戦 福井県 ２－０ 三重県   ２回戦 福井県 ０－２ 東京都 

  ・少年女子 １回戦 福井県 １－２ 北海道 

 

 

 



◆第１９回 北信越小学生選手権大会    １０／６（日）    （富山県富山市） 

  ・６年男子単 １位 出島光紘（あわら飛翔）  ３位 山形昌太郎（Ｄream.Jr） ３位齊藤 尊（スターキッズ磯部） 

  ・６年女子単 ２位 山田茉鈴（敦賀ジュニア）  

  ・５年男子単 ２位 高山優太（あわら飛翔）        ３位 松川智哉（敦賀ジュニア） 

  ・４年男子単 １位 竹澤陽生（Ｄream.Jr）   

  ・６年男子複 １位 中村 怜・織田涼也（Ｄream.Jr） 

  ・６年女子複 １位 西藤実悠・松田美澄（大野ジュニア）  ３位 小澤捺未・竹澤知穂（松本ジュニア） 

  ・５年男子複 １位 木田悠斗・中村 舜（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ） ２位 松成ルーク勇輝・竹野聡馬（Ｄream.Jr） 

                ３位 細川和真・杉村輝明（あわら飛翔） 

  ・５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）    

  ・４年男子複 １位 中谷壱心・黒川陽平（Ｄream.Jr）     ２位 中野文哉・南茂斗羽（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ） 

  ・４年女子複 ３位 田中優衣・河原由衣（宝永ジュニア） 

           

       

◆第６６回 中部日本選手権大会  １１／１６（土）～１７日（日） ２３（土）～２４（日）    （福井県） 

  ・少年男子単    １位 服部秀治（足羽高校）   ２位 谷口雄祐（勝山高校）  ３位 石川泰成（勝山高校） 

 ・少年男子複    １位 服部秀治・江川尚志（足羽高校） ２位 石川泰成・近葉信太（勝山高校） 

           ３位 牧野桂大・鍵谷由輝（勝山高校）  

 ・少年女子単    １位 山口 茜（勝山高校）    

 ・少年女子複    ２位 山口 茜・鈴木咲貴（勝山高校） 

・一般男子単    ３位 大岡兄昌 

・一般男子複    ３位 岩永唯一・岩堀将治 

・一般女子単    ２位 村瀬真祐   

・３０歳以上男子単 １位 中野秀明  ２位 岡部佳浩  ２位 泉 浩 

・３０歳以上男子複 ２位 岡部佳浩・篠田 淳   ３位 濱田直武・藤原拓磨 

・３０歳以上女子単 ２位 堀端佐知子 

・３０歳以上女子複 ３位 山崎満里子・藤原良子  ３位 白崎晴美・濱田通絵 

  ・４０歳以上男子単 ３位 向山義和  ３位 田邊一正  

  ・４０歳以上男子複 ３位 向山義和・宮本陽一 

 ・４０歳以上女子複 ２位 岡田 忍・近葉裕子 

・５０歳以上男子複 １位 葛葉昌彦・松井繁和   ３位 成瀬安昭・今村文彦   ３位 松田健志・前田憲一 

・５０歳以上男子複 １位 井上美千代・石須紀世美 ３位 宮原里美・大島慶子  

  ・６０歳以上男子複 １位 高岡 桂・嶋田伸行 

  ・６０歳以上女子複 ２位 山本三枝子・田中妙子  ３位 三浜良子・半田富美栄  ３位 水本品子・市橋幸美 

  ・混合複      １位 山口夏樹・村瀬真祐   ３位 大坪正明・西島理恵 

 

 

◆第３０回 全日本シニア選手権大会  １１／１５(金)～１１／１８（月）    （愛媛県松山市） 

  ・男子４０歳以上単 ３位 桑野晃一 

 ・女子４５歳以上単 ５位 田辺貴恵  

・男子５５歳以上複 ２位 高野一男・榎 博久（東京） 

・女子６０歳以上単 ３位 山本三枝子 

・男子６５歳以上単 ５位 山本敏彦 

・５０歳以上混合複 １位 葛葉昌彦・井上美智代 

 

 

◆第６７回全日本総合選手権大会      １２／２（月）～８（日）    （東京都） 

 ・女子単 ３位 山口 茜（勝山高校） 

 ・男子複 決勝トーナメント１回戦敗退  笹木里司・千京尚将（県教員） 

 ・混合複 決勝トーナメント２回戦敗退  千京尚将・山口 茜（県教員・勝山高校） 

 ・女子複 予選敗退 山口 茜・鈴木咲貴（勝山高校） 

 



◆第７回 全日本レディース競技大会 （個人戦）        １２／７（土）～８（日） （岐阜県岐阜市） 

  ・２部Ｃブロック10グループ 白崎晴美・濱田通絵（シニア・仲好）    予選リーグ３勝０敗→決勝トーナメント1回戦敗退 

  ・２部Ｄブロック１グループ 岡田忍・近葉裕子（シニア）     予選リーグ２勝０敗予選通過→決勝トーナメント １位 

  ・２部Ｇブロック４グループ 前田小夜子・市橋幸美（フェイント・仲好）   予選リーグ １勝２敗予選敗退 

 ・２部Ｈブロック４グループ 野村恵津子・近藤初子（オーロン） 予選リーグ ２勝１敗予選敗退 

 ・２部Ⅰブロック５グループ 中西エミ子・茶園和子（ｵｰﾛﾝ・KBC） 予選リーグ３勝０敗→決勝トーナメント1回戦敗退 

 

 

◆第２２回 全国小学生選手権大会   １２／２２（日）～１２／２５（木）  （山形県山形市） 

 ・男子団体  ２回戦敗退                  

 ・女子団体  ３位 

 ・６年男子単 ２回戦敗退 出島光紘（あわら飛翔）     １回戦敗退 山形昌太郎（Ｄream.Jr） 齊藤 尊（ｽﾀｰｷｯｽﾞ磯辺） 

 ・６年男子複 ５位 中村 怜・織田涼也（Ｄream.Jr） 

 ・６年女子単 ５位 織田遥（松本ジュニア）         １回戦敗退 山田茉鈴（敦賀ジュニア）  

  ・６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 西藤実悠・松田美登（大野ジュニア） 

・５年男子単 ２回戦敗退 高山優太（あわら飛翔）      １回戦敗退 松川智哉（敦賀ジュニア） 

・５年男子複 １位 木田悠斗・中村 舜（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ） ３回戦敗退 松成ルーク勇輝・竹野聡馬（Ｄream.Jr） 

       ２回戦敗退 細川和真・杉村輝明（あわら飛翔） 

 ・５年女子複 ２回戦敗退 斎藤ひなた・山下夢生（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ）   

  ・４年男子単  ３回戦敗退 竹澤陽生（Ｄream.Jr）                 

 ・４年男子複 ２位 中谷壱心・黒川陽平（Ｄream.Jr）    ５位 中野文哉・南茂斗羽（勝山ﾁｬﾏｯｼｭｼﾞｭﾆｱ） 

 ・４年女子複 １回戦敗退 田中優衣・河原由衣（宝永ジュニア） 

           

       

◆第４２回 全国高等学校選抜北信越大会    １／２５（土）～２６（日）   （福井県福井市）  

 ・男子団体 第２代表 勝山高校           ４位    足羽高校    

  ・女子団体 第１代表 勝山高校           １回戦敗退 武生商業高校  

 ・男子単  第１代表 服部秀治（足羽高校） 

 ・男子複  第２代表 服部秀治・江川尚志（足羽高校） 

 ・女子単  第１代表 山口 茜（勝山高校） 

 ・女子複  第１代表 山口 茜・鈴木咲貴（勝山高校） 

 

 

◆第２５年度北信越小学生大会     ３／１（土）～２（日）      （石川県七尾市） 

 ・６年男子  １位 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ       ２位 敦賀ジュニア    

  ・５年男子  ２位 勝山チャマッシュジュニア 

 ・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  １位 松本ジュニア            ３位 敦賀ジュニア            

 ・４年女子  １位 Ｗｉｎｇ            

 

 

◆第４２回全国高等学校選抜大会   ３／２１（金）～２４（月）   （長野県松本市） 

 ・男子団体  ５位 勝山高校 

  ・女子団体  ２回戦敗退 勝山高校 

 ・男子複  ２回戦敗退 服部秀治・江川尚志（足羽高校） 

 ・女子複  ３位 山口 茜・鈴木咲貴（勝山高校） 

 ・男子単  ５位 服部秀治（足羽高校） 

 ・女子単  １位 山口 茜（勝山高校） 

 

 

 

 



◆第１４回全日本中学生選手権大会  ３／２２（土）～２４（月）   （北海道札幌市） 

  ・予選リーグ    福井県 ３－２ 兵庫県  福井県 ４－１ 愛媛県 

  決勝トーナメント 福井県 １－３ 福島県 

 

 

 

＜海 外 大 会＞ 
 
◆ワールドマスターズゲームズ２０１３   ８／２～  （イタリア トリノ市） 

  ５０歳以上男子複  １位 葛葉昌彦 

  ５０歳以上混合複  １位 葛葉昌彦・井上美千代 

  ５０歳以上団体   １位 葛葉昌彦、井上美千代 

 

◆第２回アジアユースゲームズ２０１３  ８／１７～  （中国 南京市） 

 ・混合複  １位 山口 茜（勝山高校） 

 

◆ヨネックスオープンジャパン２０１３  ９／１７～  （東京都） 

 ・女子単  １位 山口 茜（勝山高校） 

 

◆世界ジュニア選手権大会２０１３    １０／２３～ （タイ） 

 ・女子単  １位 山口 茜（勝山高校）    

・団体   ３位 山口 茜（勝山高校） 

 

      


