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和歌山県バドミントン協会の沿革
西暦
説 明 事 項
1946 和歌山大学体育館でバドミントン指導者研修会を開催
1947
1948
1949 和歌山県バドミントン協会発足（昭和24年12月21日）
日本バドミントン協会に加盟 初代理事長 泉惣一郎
1950 桐蔭高校バドミントン部誕生
1951 那賀高校 向陽高校 星林高校 熊野高校 新宮高校 和工高校バドミントン部誕生
県高体連バドミントン部発足
第6回広島国体、第2回インターハイへ初参加（那賀高校チーム）
近畿高校選手権大会男子単 三宅兄（那賀）優勝
1952 和歌山大学バドミントン部誕生
近畿高校選手権大会女子単 小川（星林）第2位
1953 耐久高校バドミントン部誕生
近畿高校総体男子団体 和工 第3位
西日本選手権大会一般男子単 寺口（関大）第3位 高校男子単 水谷（和工）第4位
1954 大成高校バドミントン部誕生
県高体連誌第1号発行
1955 初代会長 高垣善一
大日日本電線クラブ 東亜燃料クラブ 和歌山医科大学クラブ誕生
県実業団バドミントン連盟発足（大日 東燃 和電軌 紀陽）
近畿高校総体男子団体 和工 第3位、女子団体 星林 第3位
大学東西大会 寺口（関大）が出場 西軍初勝利
1956 新宮高校ＯＢクラブ 那賀高校ＯＢクラブ 向陽高校ＯＢクラブ誕生
近畿高校新人大会男子複 田中・小坂（新宮）第4位
男子単 小坂（新宮）第2位 田中（新宮）第3位
1957 丸善石油クラブ誕生
近畿実業団大会男子団体 東亜燃料 第2位
近畿高校総体男子団体 新宮 第3位 女子団体 耐久 第3位
近畿高校新人大会男子複 新谷・根本（新宮）優勝
女子複 油谷・井内（耐久） 第2位
男子単 根本（新宮）第3位
女子単 油谷（耐久）第2位 井内（耐久）第3位
1958 近畿実業団大会男子団体 東亜燃料 第2位
近畿高校総体男子団体 新宮 第3位 女子団体 耐久 優勝
全国高校総体女子複 油谷・井内（耐久）ベスト4
1959 吉備高校、御坊商工高校バドミントン部誕生
高垣善一協会会長より協会役員に対して感謝状を贈る
1960 泉惣一郎理事長が日本バドミントン協会より功労賞（個人）を受ける
近畿実業団大会男子団体 丸善石油 優勝
全国高校総体男子単 西端（向陽）ベスト8
1961 高垣善一会長辞任 岡本善右衛門会長就任（2代目）
1962 和歌山県バドミントン協会は日本バドミントン協会支部表彰を受ける
国体近畿予選 教員 第2位
1963 第18回国体（山口県下関）で水谷哲雄（東燃）が国体10回出場で表彰される
泉惣一郎理事長辞任 宮崎熊理事長就任（2代目）
1964 新宮商業高校バドミントン部誕生
全国高校総体男子単 堰本（新宮）ベスト8
近畿高校総体男子単 小久保（新宮）第4位 女子複 川瀬・坂口（耐久）第4位
1965 住友金属クラブ誕生
第1回県職体連大会開催
近畿高校総体男子単 山口勇（新宮）優勝
国体近畿予選 高校男子 第2位
1966 第1回県社会人大会開催
全国高校総体男子団体 新宮高校 ベスト8
国体近畿予選 高校男子 優勝
近畿高校総体男子団体 新宮 第4位、女子団体 新宮 第4位
1967

1968 花王石鹸クラブ誕生
岡本善右衛門会長辞任、野島一翁会長就任（3代目）
宮崎熊理事長辞任、吉田健次郎就任（3代目）
山口勇選手県スポーツ顕賞受賞（国際学生選手権団体優勝、単5位）
第17回近畿実業団大会開催（住友金属体育館）男子団体 住友金属 第3位
第11回全日本社会人選手権大会 湯浅町（耐久高校・耐久中学校・湯浅小学校）で開催
30歳男子単 松居茂雄（新宮）第3位
1969 県教職連盟発足
第1回県会長杯争奪大会開催
近畿教育系大学大会開催
和歌山県バドミントン協会規約制定
第1回近畿総合選手権大会開催 （住友金属・県立体育館）
男子単 厚地収（住金）第4位
近畿実業団大会男子団体 住友金属 第2位 女子団体 住友金属 第4位
1970 明洋中学校バドミントン部誕生 湯浅クラブ誕生
第19回近畿中学校総体へ明洋中学校初参加
和歌山県バドミントン協会旗製作（図案吉田理事長）
第9回全日本教職員大会（岐阜）男子単 森 隆（新宮）第3位
近畿実業団大会（伊丹）男子団体 住友金属 第3位 女子団体 住友金属 第4位
近畿総合選手権大会（奈良）男子単 厚地収（住金）第3位
国体近畿予選 高校男子 第3位
1971 野島一翁会長辞任 寺西清会長就任（4代目）
湯浅中学校クラブ 県庁クラブ誕生
第26回国民体育大会が湯浅町（耐久高校・湯浅中学校）で開催 天皇杯得点総合第3位 得点6点
教員第2位（森 隆・中西詳味・佐藤光伸） 高校男子第2位（山本茂樹・倉内徹・岡田忠成）
一般女子第5位（岡栄子・加藤洋子・森田真理子）
高校女子第5位（湯川泰子・平田佳津恵・坂本清子）
近畿教職員大会（滋賀）男子団体 優勝 女子団体優勝
全国高校総体（善通寺）男子単 山本（新宮）ベスト8
第10回全日本教職員大会（岡山）女子複 森田真理子・加藤洋子 第2位
教員男子 教員女子 高校男子が県スポーツ賞を受賞
1972 近畿教職員大会 男子団体 優勝 女子団体優勝 男子単 中西詳味 優勝
近畿総合男子単 佐藤光伸（新宮教）第2位
和歌山県バドミントン協会誌発刊（創立22年のあゆみ）
鹿児島国体教員男子 初優勝 天皇杯得点総合第5位（森・中西・門間）
第19回近畿高等学校選手権大会開催
第11回全日本教職員大会（秋田）男子単 門間 第2位 女子単 門間（小片）優勝
門間幹夫選手、教員男子県スポーツ賞を受賞
1973 近畿総合（兵庫）女子単 門間（新宮教）第2位
近畿教職員大会男子団体 第2位 女子団体 優勝
男子単 森 優勝 男子複 中西・門間 優勝
第12回全日本教職員大会（滋賀）男子団体 第2位
男子単 門間 第3位 女子単 門間 第3位
門間幹夫選手、門間千恵子選手県スポーツ奨励賞を受賞
1974 近畿教職員大会男子団体 優勝 男子単 門間 優勝 女子単 門間 優勝
第13回全日本教職員大会（熊本）男子単 門間幹夫 優勝 森隆 第3位 女子単 門間千恵子 第3位
国体近畿地区予選会を開催
茨城国体 天皇杯得点総合第5位 得点3.5点
教員男子 優勝（2回目）（門間・武藤・森） 一般女子 第5位（門間・武藤）
門間幹夫選手、教員男子県スポーツ賞を受賞
門間千恵子選手、森隆選手県スポーツ奨励賞を受賞
1975 近畿教職員大会男子団体 第2位 女子団体 優勝
第14回全日本教職員大会（栃木）男子単 門間 優勝
門間幹夫選手、山本茂樹選手県スポーツ賞を受賞
近畿総合選手権大会開催
1976 近畿総合選手権大会男子単 山本茂樹 優勝
近畿教職員大会男子団体 優勝 女子団体 優勝 男子単 門間幹夫 優勝 女子単 村崎 優勝
佐賀国体教員男子第3位（門間・武藤・山本）
第15回全日本教職員大会（東京）男子団体 第2位 男子単 山本茂樹 優勝 門間幹夫 第3位

山本茂樹選手、教員男子チーム県スポーツ賞を受賞
1977 近畿教職員大会男子団体 優勝 男子単 山本茂樹 優勝
近畿総合選手権大会一般男子単 山本茂樹 優勝 男子複 山本茂樹・米山正和 優勝
第16回全日本教職員大会（山口）男子団体 優勝（森・門間・中西・武藤・山本・米山・平瀬）
男子単 山本茂樹 第3位 男子複 山本茂樹・米山正和 優勝
青森国体教員男子 第3位（門間・山本・米山）
第24回近畿高等学校選手権大会開催
門間幹夫選手県スポーツ顕賞を受賞
山本茂樹選手 米山正和選手 教員男子 教職員男子県スポーツ賞を受賞
1978 近畿教職員大会男子団体 優勝 男子単 米山正和 優勝 男子複 山本茂樹・米山正和 優勝
近畿総合選手権大会一般男子単 穂谷真弘（丸善）第2位 男子複 山本茂樹・米山正和 第2位
第17回全日本教職員大会（宮城）男子団体 優勝（森・門間・武藤・山本・米山・平瀬）
男子単 山本茂樹 優勝 米山正和 第2位
男子複 山本茂樹・米山正和 優勝（初の三冠王となる）
長野国体で日本バドミントン協会から吉田健次郎理事長が功労賞を受ける
第27回近畿実業団選手権大会開催 女子団体（住友金属）優勝
森隆選手、山本茂樹選手県スポーツ顕賞を受賞
米山正和選手、教職員男子県スポーツ賞を受賞
1979 近畿教職員大会男子複 米山・山本 優勝
寺西清会長辞任 坂口常博会長就任（5代目）
第18回全日本教職員大会（福岡）男子団体 第3位
男子複 米山・山本 第3位 男子30歳単 森隆 優勝
1980 第2回近畿婦人大会にオレンジクラブ初参加
県協会が広報の創刊号発行（羽根球わかやま）
近畿教職員大会男子団体 第2位 女子団体 第2位
第19回全日本教職員大会（石川）男子団体 第3位 男子単 森 第3位
吉田健次郎氏文部大臣表彰（体育功労賞）を受ける
1981 羽根球わかやま第2号発行
近畿教職員大会男子複 米山・山本 優勝
第20回全日本教職員大会（福島）男子複 米山・山本 第3位 女子単 門間 第3位
近畿総合選手権大会開催
羽根球わかやま第3号発行
1982 和歌山スポーツ50年史に投稿
和歌山県婦人バドミントン連盟発足
和歌山県婦人バドミントン大会（第1回）
1983 第5回近畿家庭婦人大会開催（和歌山県立体育館）
羽根球わかやま第4号発行
近畿総合選手権大会30歳男子単 川村桂司（住金）優勝 宇治収（三洋） 第2位
1984 第23回全日本教職員大会（青森）男子複 森隆 第3位
近畿総合選手権大会30歳男子複 川村桂司（住金）・田村（住化） 第2位
1985 羽根球わかやま第5号発行
近畿教職員大会男子団体 第2位
第24回全日本教職員大会（福井）30歳男子単 森隆 第2位
近畿実業団大会男子団体 住金化工 第2位
1986 近畿総合選手権大会男子複 佐々木・児嶋（県教委）第2位
1987 和歌山県ジュニアバドミントン連盟発足
近畿総合選手権大会開催
1988 吉田健次郎理事長辞任 津田充啓理事長就任（4代目）
羽根球わかやま第6号発行
近畿家庭婦人大会開催（和歌山県立体育館）
1989 坂口常博会長辞任 石田真敏会長就任（6代目）
羽根球わかやま第7号発行
吉田健次郎従六位勲五等瑞宝章を受ける
1990 羽根球わかやま第8号発行
近畿総合選手権大会男子複 佐々木・児嶋（県教委） 第2位
第3回全国スポーツレクレーション祭岩出市立市民総合体育館で開催 ８面ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄﾏｯﾄ準備
近畿実業団大会男子団体 住金 第2位
1991 羽根球わかやま第9号発行
和歌山県社会人バドミントン連盟発足

和歌山県中学校バドミントン連盟発足
1992 津田充啓理事長辞任 木津乾理事長就任（5代目）
羽根球わかやま第10号発行
第1回社会人団体リーグ戦（住金体育館）開催
1993 第42回近畿総合選手権大会（和歌山県立体育館）開催
近畿総合選手権大会30歳男子複 野生・中前 第2位
第6回近畿小学生大会（和歌山県立体育館）開催
1994 和歌山県バドミントン協会 会長 石田真敏 海南市長選挙で初当選
近畿総合選手権大会30歳男子複 西・児嶋 第2位 40歳男子複 中村・田村 優勝
日本バドミントン協会より顕讃賞受賞 宮本稔
1995 近畿家庭婦人大会（和歌山）阪神大震災のため中止
近畿教職員（団体）大会（向陽高校）開催
近畿総合選手権大会40歳男子複 中村・田村 第2位
1996 近畿教職員大会男子単 武野宗睦 優勝 40歳男子単 武藤隆志 優勝
近畿総合選手権大会30歳男子単 乳井重雄 第2位 30歳男子複 西・児嶋 第2位
近畿高校選抜選手権大会（和歌山県立・河南体育館）開催
1997 近畿中学生大会（河南体育館）開催
第36回全日本教職員選手権大会（新宮市）開催
第44回近畿高校選手権大会（和歌山県立体育館）開催
近畿社会人団体選手権大会（ビッグホエール）開催
1998 近畿総合選手権大会30歳男子複 児嶋・北川
1999 木津乾理事長辞任 岩西壯行理事長就任（6代目）
羽根球わかやま第11号発行
近畿教職員大会男子団体 優勝
和歌山県バドミントン協会創立50周年記念式典挙行及び記念誌発刊
第48回近畿総合選手権大会（和歌山県立・ＮＴＴ会館体育館）開催
第12回小学生大会（和歌山県立体育館）開催
2000 第22回近畿社会人（個人）選手権大会（和歌山県立体育館）開催
羽根球わかやま第12号発行
2001 羽根球わかやま第13号発行
第10回全国小学生選手権大会近畿ブロック予選会(兵庫県 ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ神戸)
4年生以下女子単 優 勝 中野由美(由良ｼﾞｭﾆｱ)
5年生以下女子単 第4位 宮下渚紗(由良ｼﾞｭﾆｱ)
6年生以下男子単 第3位 北原惇史(高松ｼﾞｭﾆｱ)
2002 第40回和歌山県スポーツ賞に輝く スポーツ激励賞 中野由美(由良ｼﾞｭﾆｱ)
和歌山県バドミントン協会 会長 石田真敏 2002.4.28衆議院議員補欠選挙で初当選
羽根球わかやま第14号発行
第10回全国小学生選手権大会近畿ブロック予選会(兵庫県 ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ神戸)
5年生以下女子単 優 勝 中野由美(由良ｼﾞｭﾆｱ)
2003 第41回和歌山県スポーツ賞に２年連続輝く スポーツ激励賞 中野由美(由良ｼﾞｭﾆｱ)
羽根球わかやま第15号発行
第12回全国小学生選手権大会近畿ブロック予選会(和歌山県橋本体育館)
6年生以下女子単 準優勝 中野由美(由良ｼﾞｭﾆｱ)
日本スポーツマスターズ2003和歌山大会開催 那智勝浦町体育文化会館 ８面ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄﾏｯﾄ準備
大会開催時表彰：財団法人日本バドミントン協会より表彰される。
顕讃賞受賞 津田充啓（県副会長）・木津乾（県副会長）
和歌山県バドミントン協会 会長 石田真敏 2003.11.10衆議院議員選挙で2回目当選
2004 第42回和歌山県スポーツ賞に３年連続輝く スポーツ激励賞 中野由美(由良ｼﾞｭﾆｱ)
県協会長 石田真敏より表彰された 顕彰状 中野由美 功績賞 由良ジュニア指導者
羽根球わかやま第16号発行
第21回全日本シニア選手権大会(山形市)
50歳以上男子複 優勝 田村昭男(和歌山colors)･中村一弘(東燃ｾﾞﾈﾗﾙ)
2005 第2回近畿総合選手権大会(シニアの部)(大阪市舞洲ｱﾘｰﾅ)
50歳以上男子複 優勝 田村昭男(和歌山colors)･中村一弘(東燃ｾﾞﾈﾗﾙ)
第43回和歌山県スポーツ賞に輝く
スポーツ奨励賞 田村昭男(和歌山colors)･中村一弘(東燃ｾﾞﾈﾗﾙ)
県協会長 石田真敏より表彰された 顕彰状 田村昭男(和歌山colors)･中村一弘(東燃ｾﾞﾈﾗﾙ)
羽根球わかやま第17号発行
第14回全国小学生選手権大会近畿ブロック予選会(大阪市中央体育館)

2006

2007

2008

2009

2010

4年生以下男子複 準優勝 戎雄大・中村聖太(由良ｼﾞｭﾆｱ)
4年生以下男子単 第3位 山角太佑(高松ｼﾞｭﾆｱ)
4年生以下女子単 第3位 酒谷佳奈(由良ｼﾞｭﾆｱ)
5年生以下女子複 第4位 深瀬法子・柳原いずみ(美浜ｸﾗﾌﾞ)
第22回全日本シニア選手権大会(埼玉県 久喜市総合体育館)
50歳以上男子複 優勝 田村昭男(wakayama colors)･中村一弘(東燃ｾﾞﾈﾗﾙ)
第14回全国小学生選手権大会(奈良市 大和郡山市)
4年以下男子単 第3位 山角太佑(高松ｼﾞｭﾆｱ)
和歌山県バドミントン協会 会長 石田真敏 2005.9.11衆議院議員選挙で3回目当選
第3回近畿総合選手権大会(シニアの部)(長岡京市 西山公園体育館)
30歳以上女子複 第3位 早香代･木村恵里(ｷﾗﾗ)
50歳以上男子複 優勝 田村昭男(wakayama colors)･中村一弘(東燃ｾﾞﾈﾗﾙ)
第44回和歌山県スポーツ賞に２年連続輝く
スポーツ奨励賞 田村昭男(wakayama colors)･中村一弘(東燃ｾﾞﾈﾗﾙ)
県協会長 石田真敏より表彰された 顕彰状 山角太佑(高松ｼﾞｭﾆｱ) 戎雄大・中村聖太(由良ｼﾞｭﾆｱ)
功績賞 北原茂(高松ｼﾞｭﾆｱ監督)
羽根球わかやま第18号発行
第61回国民体育大会近畿ブロック予選会(岩出市立市民総合体育館)少年男子 第3位
第23回全日本シニア選手権大会(北海道 旭川市・鷹栖町・深川市)
50歳以上男子複 第3位 田村昭男(wakayama colors)･中村一弘(東燃ｾﾞﾈﾗﾙ)
第4回近畿総合選手権大会(シニアの部)(神戸総合運動公園体育館)
50歳以上男子複 優勝 田村昭男(wakayama colors)･中村一弘(東燃ｾﾞﾈﾗﾙ)
羽根球わかやま第19号発行
第25回全日本レディース選手権大会(ｸﾗﾌﾞ対抗)近畿予選会 第3位 ミントクラブ
第8回全国小学生ABC大会(熊本県八代市)男子単 ベスト8 山角太佑(高松ｼﾞｭﾆｱ)
第24回全日本シニア選手権大会(福井市)50歳以上男子複 準優勝 田村昭男･中村一弘
第36回全国高等学校選抜選手権大会近畿大会(奈良市中央体育館)
女子団体 準優勝 耐久高等学校
第16回全国小学生選手権大会(大阪市舞洲ｱﾘｰﾅ)
6年男子単 ベスト8 山角太佑(高松ｼﾞｭﾆｱ)
6年女子複 ベスト8 木戸地梨奈･南麻乃(新宮ｽﾎﾟｰﾂ少年団)
第5回近畿総合選手権大会(シニアの部)(和歌山県立体育館)
30歳以上女子単 第3位 南村真紀(倶楽部蝶Jewel)
40歳以上男子複 第3位 平野秀孝(那賀ｸﾗﾌﾞ)･白水彰良(三菱ｸﾗﾌﾞ)
50歳以上男子複 準優勝 田村昭男(倶楽部蝶)･中村一弘(東燃ｾﾞﾈﾗﾙ)
60歳以上男子複 準優勝 瀬戸正廣(東和ｸﾗﾌﾞ)･和田優(倶楽部蝶)
羽根球わかやま第20号発行
第12回日韓青少年夏季スポーツ交流事業(派遣) 大韓民国・光州広域市
小学生男女12名・中学生男女12名・指導者5名参加
第17回全国小学生選手権大会近畿ブロック予選会(滋賀県・野洲市体育館)
5年生以下女子複 準優勝 岡愛美・乙田千尋(美浜ｸﾗﾌﾞ)
5年生以下女子単 第4位 花野里沙子(ｸﾗﾌﾞ群雀)
4年生以下女子単 第3位 平岡琉衣(美浜ｸﾗﾌﾞ)
第3回全日本レディース競技大会(京都府向日市)2部B 第3位 早香代･木村恵里(ｷﾗﾗ)
第6回近畿総合選手権大会(シニアの部)(和歌山県立体育館)
30歳以上女子単 優 勝 南村真紀(Jewel)
30歳以上女子複 第3位 南村真紀･杉山陽子(Jewel)
50歳以上男子複 優 勝 田村昭男(Jewel)･中村一弘(東燃ｾﾞﾈﾗﾙ)
60歳以上男子複 第3位 瀬戸正廣(東和ｸﾗﾌﾞ)･和田優(倶楽部蝶)
35歳以上混合複 準優勝 宮城由美子(Jewel)･中村寛(那賀ｸﾗﾌﾞ)
35歳以上混合複 第3位 藤野佐和子(ﾐﾝﾄ)･大谷哲司(三菱ｸﾗﾌﾞ)
40歳以上混合複 第3位 伊藤一美(貴志川ｸﾗﾌﾞ)･白水彰良(三菱ｸﾗﾌﾞ)
石田真敏会長が財務副大臣就任のため、一時的に津田充啓副会長が会長代行となる
羽根球わかやま第21号発行
第13回日韓青少年夏季スポーツ交流事業 和歌山市・県立体育館
小学生男女12名・中学生男女12名・指導者5名参加
第26回全日本シニア選手権大会(福島市・二本松市)55歳以上男子複 優勝 田村昭男･中村一弘
和歌山県バドミントン協会 会長 石田真敏 2009.8.30衆議院議員選挙で4回目当選
第7回近畿総合選手権大会(シニアの部)

30歳以上女子複 第3位 杉山陽子･南村真紀(Jewel)
55歳以上男子複 優 勝 田村昭男･中村一弘(Jewel)
主催・特定非営利活動法人 日本オリンピアンズ協会 共催・和歌山県スポーツ振興財団
オリンピアンふれあい交流事業 小学生150名参加(過去にオリンピック参加選手の講師による指導)
講師 岩城ハルミ･水井妃佐子･古川静香･森かおり （於：ビッグホエール）
羽根球わかやま第22号発行
平成22年度近畿レディースクラブ競技大会 優勝 ミントクラブ
第65回国民体育大会近畿ブロック予選会(長岡京市西山公園体育館)少年女子 第４位
近畿ブロック大会から本国体出場は初
第65回国民体育大会（ゆめ半島千葉国体2010.10.1～4）
（監督）武野宗睦（選手）川口法子・伊藤千明・山本真佑 一回戦茨城県に敗退
第19回全国小学生選手権大会近畿ブロック予選会(奈良県・宇陀市総合体育館)
6年生以下男子単 第3位 山本純平(ｱｽﾀﾘｽｸ)
4年生以下男子複 第4位 柏木颯･岩崎稜典(美浜ｸﾗﾌﾞ)
6年生以下女子単 第4位 平岡琉衣(青葉ｸﾗﾌﾞ)
5年生以下女子複 第2位 松下羽衣･東濱梨那(由良ｸﾗﾌﾞ)
トークショー(岩出市立市民総合体育館・小ホール)主催：社団法人 那賀青年会議所
講師 小椋久美子(テーマ：本気で世界を目指すアスリートへ)
2011 第39回全国高等学校選抜大会 和歌山市・ビッグホエール
3月11日の東日本大震災で大会が中止となる
羽根球わかやま第23号発行
第50回全日本教職員選手権大会（愛媛県松山市）
一般男子複 準優勝 谷口宏紀・平野晃一
第65回全日本総合選手権大会参加（2011.12.6～11東京都）
第54回全日本社会人選手権大会（愛知県一宮市）男子複 準優勝 山東亮太｢ﾊﾟｰﾄﾅｰ 伊藤克範｣
第20回全国小学生選手権大会近畿ブロック予選会(大阪府・舞洲ｱﾘｰﾅ)
5年生以下男子単 準優勝 弓倉誠之(高松ｼﾞｭﾆｱ)
4年生以下男子複 優勝 岩崎稜典･柏木颯(美浜ｸﾗﾌﾞ)
6年生以下女子複 準優勝 松下羽衣・東濱莉那(由良)
第66回国民体育大会（おいでませ!山口国体）
成年女子一回戦宮崎県に2-0で初勝利、二回戦岐阜県に2-0で敗退
（監督）谷口宏紀（選手）小口晃佳・宮下渚紗・大西結衣 2011.10.7～10
第6回全日本レディース競技大会 長野県松本市 2部Ｃﾌﾞﾛｯｸ 第3位 早香代・木村恵里（ｷﾗﾗ）
2012 第9回近畿総合選手権大会(シニアの部)京都府向日市
55歳以上男子複 準優勝 田村昭男･中村一弘(Jewel)
30歳以上混合複 第3位 岩本邦宏・森由樹(Jewel)
35歳以上混合複 準優勝 小林龍登（ｼｬﾄﾙｽﾞ）・宮城由美子(Jewel)
45歳以上混合複 優勝 中村一弘(Jewel）・国本亜希代(ﾐﾝﾄｸﾗﾌﾞ)
県協会事務局変更2012.2.8岩出市西野340番地 岩西壯行気付
武藤隆志（県副理事長）日本体育協会日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会創立１００周年記念事業功労賞を受賞
第50回和歌山県スポーツ賞に輝く スポーツ奨励賞 山東亮太(金沢学院大学ｸﾗﾌﾞ)
県協会長 石田真敏より表彰された 顕彰状 山東亮太(金沢学院大学ｸﾗﾌﾞ)2012.4.14
羽根球わかやま第24号発行
第21回全国小学生選手権大会近畿ブロック予選会(京都府・西山公園体育館)
5年生以下男子複 優勝 岩橋稜典・柏木颯(美浜ｸﾗﾌﾞ)
4年生以下女子単 優勝 杉山明日香(岩出市ｽﾎﾟ少)
第67回国民体育大会近畿ブロック大会(岩出市立市民総合体育館)成年男子 第4位
近畿ブロック大会から本国体出場は初
第67回国民体育大会(岐阜県池田町 ぎふ清流国体2012.10.5～8)
（監督）佐々木朝幸（選手）山東亮太・平野晃一・北原惇史 一回戦岡山県に2-0で敗退
和歌山県バドミントン協会 会長 石田真敏 2012.12.16衆議院議員選挙で5回目当選
第21回全国小学生選手権大会(静岡県袋井市・エコバアリーナ)2012.12.25～27
4年生以下女子単 ベスト8 杉山明日香(岩出市ｽﾎﾟ少)
和歌山県バドミントン協会 ホームページ立ち上げ 12月30日サイトをオープンした
2013 1月1日 和歌山県バドミントン協会のサイトが正式にオープンした
第10回近畿総合選手権大会(シニアの部)兵庫県：神戸総合運動公園ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ神戸
35歳以上女子複 準優勝 杉山陽子(Jewel)・南村真紀(Jewel)
40歳以上女子複 第3位 宮城由美子(Jewel)・森田昌代（ﾐﾝﾄ）
55歳以上男子複 第3位 田村昭男･中村一弘(Jewel)

30歳以上混合複 第3位 岩本邦宏・森由樹(Jewel)
35歳以上混合複 優勝 小林龍登（ｼｬﾄﾙｽﾞ）・宮城由美子(Jewel)
45歳以上混合複 準優勝 中村一弘(Jewel）・国本亜希代(ﾐﾝﾄ)
第7回大阪ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ選手権大会2013(2013.4.3～7守口市民体育館)
男子複 準優勝 黒瀬尊敏（県教育庁）｢ﾊﾟｰﾄﾅｰ 銭谷翔(ﾄﾅﾐ運輸)｣
羽根球わかやま第25号発行
第52回全日本教職員選手権大会（2013.8.11～14宮崎県宮崎市)65歳以上男子単 第3位 森隆
スポーツ国際交流員（ＳＥＡ）招へい事業（2013.8.23～2016.8）３年間
指導者としての経験のある優秀なスポーツ指導者の技術指導等を通して「紀の国わかやま国体」
に向けた競技力の向上を効果的に図る。崔榮娥（チェヨンア , Ｃｈｏｉ，Ｙｏｕｎｇ－ａｈ）韓国
第56回全日本社会人選手権大会（2013.8.31～9.4大阪市舞洲ｱﾘｰﾅ)
混合複 準優勝 黒瀬尊敏（県教育庁）｢ﾊﾟｰﾄﾅｰ 横山めぐみ(島根県)｣
岩出市ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2013 第70回国民体育大会国体開催地PRｲﾍﾞﾝﾄ（2013.9.8）
於：岩出市立市民総合体育館 ６面ｸﾞﾘｰﾝﾏｯﾄを準備 国体の試行を行った
第22回全国小学生選手権大会近畿ブロック予選会 2013.9.8兵庫県・加古川市立総合体育館
6年生以下男子複 優勝 柏木颯・岩橋稜典(美浜ｸﾗﾌﾞ)
6年生以下男子複 第3位 市原卓・原啓斗(岩出市ｽﾎﾟ少)
5年生以下女子単 優勝 杉山明日香(岩出市ｽﾎﾟ少)
第62回近畿総合選手権大会時に表彰 2013.9.21(土)大阪舞洲ｱﾘｰﾅ
津田充啓(県副会長)近畿バドミントン協会会長より功労賞を受賞
第62回近畿総合選手権大会 2013.9.21(土)～22(日)大阪舞洲ｱﾘｰﾅ
一般男子複 優勝 黒瀬尊敏(県教育庁)・村上俊(東燃ゼネラル)
第68回国民体育大会(2013.10.4～7東京都町田市)ｽﾎﾟｰﾂ祭東京2013
少年男子一回戦佐賀県に2-1で20年ぶり勝利 二回戦青森県に2-0で敗退
（監督）坂田智也（選手）福岡祥平・仲優一・弓倉義己
第26回近畿小学生大会(団体戦) 2013.12.7大阪府・舞洲ｱﾘｰﾅ
男子の部 第3位 和歌山Ａ (監督) (ｺｰﾁ)
（選手）柏木颯・下村佳生・岩橋稜典・若野聖人
瀬古海斗・辻伸崇・保井優志・木村直人・木村隼人
第22回全国小学生選手権大会 2013.12.21～25山形市
6年生以下男子複 ベスト8 柏木颯・岩橋稜典
2014 第32回全日本ジュニアバドミントン研修合宿2014.1.4～7和歌山ビッグホエール・ウエーブ）
第11回近畿総合選手権大会(シニアの部)2014.2.1～2奈良県：桜井市芝運動公園総合体育館
35歳以上男子複 第3位 岩本邦宏(Jewel)・甲斐義樹(花王)
50歳以上男子複 第3位 山路幸三・松本和弘（Jewel）
60歳以上男子複 優勝 大川司(勝浦ｸﾗﾌﾞ)･田村昭男(Jewel)
30歳以上混合複 第3位 岩本邦宏・森由樹(Jewel)
35歳以上混合複 優勝 小林龍登（ｼｬﾄﾙｽﾞ）・宮城由美子(Jewel)
第52回和歌山県スポーツ賞に輝く スポーツ賞 黒瀬尊敏(県教育庁)2014.2.19ﾎﾃﾙｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国
県協会長 石田真敏より表彰された 顕彰状 黒瀬尊敏(県教育庁)2014.4.12県協会理事会
羽根球わかやま第26号発行
第23回全国小学生選手権大会近畿ブロック予選会2014.9.13(滋賀県・野洲市総合体育館)
6年生以下女子単 準優勝 杉山明日香(岩出市ｽﾎﾟ少)
第57回全日本社会人選手権大会（2014.8.30～9.3福島県郡山市)
混合複 準優勝 山東亮太（岩出市役所）｢ﾊﾟｰﾄﾅｰ 久後あすみ(熊本県)｣
第63回近畿総合選手権大会 2014.9.20(土)～21(日)京都府立山城総合運動公園体育館
一般男子単 優勝 銭谷翔(有田市役所)
第69回国民体育大会(2014.10.13～16長崎市民体育館）
成年男子一回戦岩手県に2-1で敗退 （監督）岩西俊幸（選手）黒瀬尊敏・山東亮太・村上俊
バドミントン日本リーグ2014 ２部リーグ いわで大会
第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）バドミントン競技リハーサル大会
岩出市立市民総合体育館で開催（2014.11.22～24） ８面ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄﾏｯﾄ準備
男子 ８チーム
女子 ８チーム
①JR北海道
⑦トヨタ自動車九州
②山陰合同銀行
⑥Cｈeeful 鳥取
⑧三菱自動車京都
⑤東海興業
①ACT SAIKYO
⑦北國銀行
③セーレン
④宇部興産
③日立化成
⑧トヨタ自動車
②JTEKT
⑥大同特殊鋼
④三菱電機
⑤東海興業
※ ○内の数字は今回の大会結果、順位です。
和歌山県バドミントン協会 会長 石田真敏 2014.12.14衆議院議員選挙で6回目当選

2015 第33回全日本ジュニアバドミントン研修合宿2015.1.4～7和歌山ビッグホエール・ウエーブ）
第12回近畿総合選手権大会(シニアの部)2015.1.17・2.14和歌山県立橋本体育館
30歳以上男子単 優勝 谷口宏紀(教職員)
40歳以上男子単 第3位 中村寛(那賀ｸﾗﾌﾞ)
30歳以上女子複 第3位 下澤なつみ(Jewel)・宮城由美子(Jewel)
30歳以上男子複 第3位 福谷裕介（Jewel）・松島洋介（県庁ｸﾗﾌﾞ）
30歳以上混合複 優勝 岩本邦宏・下澤なつみ(Jewel)
35歳以上混合複 優勝 小林龍登・宮城由美子(Jewel)
60歳以上混合複 優勝 中村一弘(Jewel)・山田泰子(つくしｸﾗﾌﾞ)
第53回和歌山県スポーツ賞に輝く スポーツ賞 山東亮太(岩出市役所)2015.2.18ﾎﾃﾙｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国
第54回全日本教職員バドミントン選手権大会2015.8.11～14奈良県：田原本町中央立体育館
一般男子単 優勝 銭谷翔 第3位 村上俊 一般男子複 準優勝 谷口宏紀・村上俊
一般女子単 優勝 武田陽子 準優勝 小口晃佳 一般女子複 優勝 武田陽子・小口晃佳
男子30歳以上単 準優勝 谷口宏紀
羽根球わかやま第27号発行
第64回近畿総合選手権大会 2015.9.20(日)～21(月)兵庫県：神戸総合運動公園グリーンアリーナ神戸
一般男子単 優勝 銭谷翔(有田市役所)
一般男子複 優勝 山東亮太(岩出市役所)・村上俊(たちばな支援学校)
第70回国民体育大会「紀の国わかやま国体」(2015.10.2～5岩出市立市民総合体育館）
成年男子一回戦福島県に2-1で敗退 （監督）岩西俊幸（選手）黒瀬尊敏・山東亮太・銭谷翔
成年女子一回戦福島県に2-0で敗退 （監督）奥田健太（選手）小口晃佳・武田陽子・若田美沙
少年男子一回戦埼玉県に2-0で敗退 （監督）谷口宏紀（選手）山田真也・山本純平・岸部凌
少年女子一回戦千葉県に2-0で敗退 （監督）坂田智也（選手）荻谷あやめ・花野里沙子・山下玄
第32回全日本シニアバドミントン選手権大会 2015.11.20(金)～23(祝･月)
福井県敦賀市総合運動公園体育館・三国体育館・美浜町総合体育館他
45歳以上混合複 第3位 早香代（ｷﾗﾗ)「ﾊﾟｰﾄﾅｰ鈴木草麻生（兵庫県）」
60歳以上混合複 優勝 中村一弘(Jewel)・山田泰子(つくしｸﾗﾌﾞ)
2016 第34回全日本ジュニアバドミントン研修合宿2016.1.4～7和歌山ビッグホエール・ウエーブ）
第13回近畿総合選手権大会(シニアの部)2016.1.30・31滋賀県立体育館
30歳以上女子複 準優勝 下澤なつみ・田上香留(Jewel)
60歳以上男子複 準優勝 田村昭男･中村一弘(Jewel)
60歳以上混合複 準優勝 中村一弘(Jewel)・山田泰子(つくしｸﾗﾌﾞ)
第54回和歌山県スポーツ賞に輝く スポーツ奨励賞(県協会推薦) 2016.2.17ﾎﾃﾙｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国
銭谷翔(有田市役所)、武田陽子(岩出市岩出中学校)、小口晃佳(紀の川市池田小学校)
中村一弘(Jewel)、山田泰子(つくしｸﾗﾌﾞ)
県協会長 石田真敏より表彰された 顕彰状 2016.4.9県協会理事会
銭谷翔(有田市役所)、武田陽子(岩出市岩出中学校)、小口晃佳(紀の川市池田小学校)
山田泰子(つくしｸﾗﾌﾞ)
羽根球わかやま第28号発行
日韓ｽﾎﾟｰﾂ交流･地域交流推進
和歌山県日韓ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ交流事業(派遣) 大韓民国・蔚山広域市2016.7.15～18 ﾁｬﾝｺﾞﾑ中学校
選手（小学生男女5名・中学生男2名・高校生男女9名）強化ﾒﾝﾊﾞｰ・指導者6名参加
第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」(2016.10.2～5北上総合運動公園北上総合体育館）
少年女子一回戦長崎県に2-0で勝利、二回戦熊本県に0-2で敗退
（監督）坂田智也（選手）山下玄・松下羽衣・佐原穂香
第33回全日本シニア選手権大会 2016.11.11～14
（東京都八王子市・立川市・武蔵野市・調布市・町田市・多摩市・稲城市・西東京市）
60歳以上男子複 準優勝 中村一弘（ﾊﾟｰﾄﾅｰ弓削義雄 大阪）
2017 第14回近畿総合選手権大会(シニアの部)2017.2.11・18
（岸和田市総合体育館・府民共済SUPERｱﾘｰﾅ ｻﾌﾞ)
30歳以上女子複 第3位 松山伸一(那賀ｸﾗﾌﾞ)・下澤なつみ(Jewel)
50歳以上男子複 第3位 田和孝司･木村博行(ｻﾝﾃﾞｰｸﾗﾌﾞ)
60歳以上男子複 準優勝 田村昭男･中村一弘(Jewel)
60歳以上混合複 優勝 中村一弘(Jewel)・山田泰子(つくしｸﾗﾌﾞ)
羽根球わかやま第29号発行
第72回国民体育大会近畿ブロック大会(2017.8.12・13神戸市立中央体育館)成年女子 第4位
近畿ブロック大会から本国体出場は初
第72回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」(2017.10.6～9砥部町陶街道ゆとり公園体育館）
成年女子一回戦神奈川県に2-1で勝利、二回戦石川県に0-2で敗退

2018

2019

2020

2021

2022

（監督）奥田健太（選手）若田美沙・関川容子・花野里沙子
少年男子一回戦東京都に1-2で敗退 （監督）山本慎二（選手）白水幹人・柏木颯・岩橋稜典
和歌山県バドミントン協会 会長 石田真敏 2017.10.22衆議院議員選挙で7回目当選
第34回全日本シニア選手権大会(2017.11.17～20石川県：いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他7会場)
（石川県：金沢市・加賀市・小松市・白山市・津幡市・かほく市・七尾市）
60歳以上男子複 優勝 中村一弘（ﾊﾟｰﾄﾅｰ弓削義雄 大阪）
60歳以上混合複 第3位 中村一弘・山田泰子
第15回近畿総合選手権大会(シニアの部)2017.1.27・2．3（ﾊﾝﾅﾘｰｽﾞｱﾘｰﾅ｢京都市立体育館」)
35歳以上男子複 優勝 甲斐義樹・岩本邦宏(Jewel)
60歳以上混合複 第3位 中村一弘(Jewel)・山田泰子(つくしｸﾗﾌﾞ)
第56回和歌山県スポーツ賞に輝く スポーツ奨励賞 中村一弘(Jewel) 2018.2.14ﾎﾃﾙｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国
羽根球わかやま第30号発行
日本バドミントン協会より表彰される。
顕讃賞受賞 宇治田文彦（県副会長）・武藤隆志（県副理事長）
第73回国民体育大会近畿ブロック大会が岩出市立市民総合体育館で開催される。2018.8.18・19
第27回全国小学生選手権大会近畿ブロック予選会 2018.9.9(京都府・長岡京市西山公園体育館)
6年生以下男子複 優勝 山本歩音・加藤優弥(貴志川ｽﾎﾟ少)
5年生以下男子複 準優勝 前田晴生・松下陽(和歌山jr)
第73回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」(2018.10.5～8勝山市体育館「ｼﾞｵｱﾘｰﾅ」）
成年男子一回戦群馬県に2-1で勝利、二回戦大阪府に0-2で敗退
（監督）谷口宏紀（選手）山東亮太・平野晃一・山田真也
和歌山県バドミントン協会 会長 石田真敏 2018.10.2
総務大臣・内閣府特命担当大臣(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ担当)就任。
石田真敏会長が総務大臣就任のため、大臣任期中は宇治田文彦副会長が会長代行をする。2018.11.1
第16回近畿総合選手権大会(シニアの部)2019.2.16・17神戸総合運動公園グリーンアリーナ神戸
40歳以上男子複 第3位 甲斐義樹(花王)・岩本邦宏(Jewel)
30歳以上混合複 第3位 甲斐義樹(花王)・栗山朋子(Jewel)
羽根球わかやま第31号発行
石田真敏会長が総務大臣辞任に伴い、宇治田文彦副会長が会長代行辞する。2019.9.12
第74回国民体育大会「いきいき茨城国体」(2019.9.29～10.2石岡運動公園体育館）
成年女子一回戦広島県に0-2で敗退
（監督）奥田健太（選手）若田美沙・山下玄・名倉帆南
ねんりんピック紀の国わかやま２０１９協賛イベント
第１０回全国ねんりんバドミントン交流大会開催される。（2019.10.15・16和歌山ビッグホエール）
団体戦 参加数：60歳以上15チーム 65歳以上32チーム 70歳以上16チーム 75歳以上9チーム
第36回全日本シニアバドミントン選手権大会2019in福島2019.11.21～24
福島県・郡山市、福島市、三本松市他 宝来屋郡山総合体育館他
60歳以上男子複 優勝 中村一弘(パートナー：弓削義雄「大阪」）)
65歳以上混合複 優勝 中村一弘・山田泰子
第17回近畿総合選手権大会(シニアの部)2020.2.15・16桜井市芝運動公園総合体育館
50歳以上男子単 第3位 新田元司(群雀)
55歳以上男子単 第3位 西章弘(Jewel)
35歳以上男子複 第3位 松山伸一(那賀ｸﾗﾌﾞ)・黒田武郎(Jewel)
第58回和歌山県スポーツ賞に輝く スポーツ奨励賞(県協会推薦) 2016.2.19ﾎﾃﾙｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国
中村一弘(Jewel)、山田泰子(つくしｸﾗﾌﾞ)
第52回県会長杯争奪大会 2020.3.20 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止となる。
羽根球わかやま第32号発行
県総合選手権大会（春季・秋季）新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止となる。
春季：2020.4.18･19 秋季：2020.10.24
第53回県会長杯争奪大会 2021.3.20 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止となる。
羽根球わかやま第33号発行
和歌山県バドミントン協会 会長 石田真敏 2021.10.31衆議院議員選挙で8回目当選
令和３年度和歌山県教育委員会功労賞受賞する「社会教育部門」2022.1.28ﾎﾃﾙｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国
岩西壯行（副会長兼理事長）
第54回県会長杯争奪大会 2022.3.20 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止となる。

