
若松高等学校 バドミントン部 （1995～2004） 

 

1995年 （平成 7年）幕張西高校から若松高校に転勤になる。小生の出身が会津若松なの 

で人一倍親近感を持つ高校となる。１年目はバドミントン部に O氏、T氏、T氏という 

専門の先生方が顧問なので硬式テニス部の顧問となる。したがって、バドミントン部 

には余り顔を出せなかった。以降女子を中心に足跡をたどってみたい。 

 

 

 

 

 

平成 8年 関東予選 第 8 ﾌﾞﾛｯｸ予選会 

  エントリーメンバー 女子 

   白井、石井、武藤、横山、橋本、中村、林 

  4月 20日（土） 於：若松高校 

   女子はＡ、Ｂﾌﾞﾛｯｸリーグ戦の後、決勝トーナメント、正規ルール 

   Ｂﾌﾞﾛｯｸ、対生浜戦- ２－０、対聖心戦- ２－１、対千城台戦- ２－１で 1位 

抜け、ﾌﾞﾛｯｸ 1位同士の明徳戦で２－１で勝ち、ﾌﾞﾛｯｸ 1位決定。 

  

   男子は 7（生浜、千城台、明徳、若松、千葉南、泉、大宮）校のリーグ戦で 5勝 

１敗（生浜に負ける）で 2位。 

 

第 42回関東高等学校バドミントン選手権大会千葉県予選会  

5月 3日（金）・4日（土） 

3日 男子：四街道市総合体育館 

    女子：県総合運動場体育館 

4日 男女：県総合運動場体育館 

      男子 1回戦 京葉工業に１－２で敗退。 

          ちなみにベスト４は、西武台千葉、千葉敬愛、千葉商科大学付属、船橋東 

 

      女子 1回戦 四街道北を２－１で破るも、柏陵に０－２で敗退。 

          ちなみにベスト４は東葉、西武台千葉、市原八幡、千葉敬愛 

 

平成８年度総合体育大会バドミントン競技 第 8 ﾌﾞﾛｯｸ予選会 

                           5月 11日（土）、12日（日） 



                           於：若松高校 

男子ダブルス 

  森田･森合組・・・千葉南の岩田･平田組を２１－７で破るも、第 1シードの久保・ 

斉藤組（生浜）に 6本で負け。 

        小笠原・浅見組・・・千葉南の鈴木・西山組を２１－１で破り、明徳の遠藤・野呂組を２１－１６で破り、

ベスト 8．生浜の近藤・笠原組を２－０で破り、準決勝に進むも久保・斉藤組に

０－２で敗退。３決の千城台の田口･秋山組にも１－２で敗れて 4位。 

        遠藤･原口組・・・生浜の西脇・善光組（2位になる）にラブで敗退。 

        鷹野・梅津組・・・泉の山下･田口組を２１－４で破り、明徳の石谷・西川組に 8本で敗退。 

      男子シングルス 

        小笠原：明徳の石谷を２１－６で破るが、第 1シードの西脇（生浜）に 10本で 

敗退。 

        山田 ：千葉大宮の西川棄権で不戦勝、千城台の秋山に 2本で敗退。 

        森合 ：千葉南の武富を 6本で破り、さらに生浜の仲村を 16本で破り、生浜の 

近藤に０－２で敗退。近藤は 3位。 

        浅見 ：千葉南の岩田を 4本で破るも、千城台の田口に 17本で敗退。 

        熱田 ：泉の山下を 8本、大宮の南を 4本で破るも、生浜の久保に０－２で敗退。 

             久保は 4位。 

        森田 ：明徳の西川を 16本で破るも、久保に敗退。 

 

女子ダブルス 

        横山・武藤組・・・大宮の古田・川島組を 2本で破るも生浜の内田・海老原組に 

10本で敗退。 

        白井･石井組・・・聖心の長尾・斉藤組を 1 本、千城台の高梨・岸良組を 15本、明徳の河上･安達

を２－０で破り、準決勝へ、第 1 シードの南の泉井・山根組に 2－1 で敗退。３決

では泉の長妻･山本組に２－０で負けて 4位。 

        平山・浅見組・・・千城台の調・大平組を 3本で破るも、泉の長妻･山本組に 6本で敗退。 

        中村･神田組・・・千城台の村上・林組を4本で破るが、明徳の吉岡･山口組（2位になる）に6本で

敗退。  

 

      女子シングルス 

        石井 ：泉の三井を 16 本、南の泉井を 13 本、千城台の植草を２－０、泉の長妻を２－１、決勝で

は南の山根を破り、優勝。ノーシードからの勝ち上がりであった。 

        白井 ：南の大石をラブ、泉の高田を 10本で破りるも、第 1シードの南の山根 

（2位になる）に０－２で敗退。 

        橋本 ：生浜の市毛を 9本で破るも泉の山本（3位になる）に 2本で敗退。 



        林  ：生浜の上村を 6本で破るも、明徳の山口に 13本で敗退。 

        武藤 ：千城台の二郷を 1本で破るも、泉の長妻（4位になる）に 11本で敗退。 

        横山 ：泉の橋本を 5本、生浜の海老原を 11本で破るも、千城台の植草に 16 

本で敗退。 

第 47回全国高等学校総合体育大会バドミントン競技県選考会 

                        6月 12日（水）14日（金）18日（火） 

                                 12日 総合運動場体育館 

                                 14日 男子 四街道総合公園体育館 

                                      女子 千葉公園体育館 

                                 18日 男子 成田市体育館 

                                      女子 千葉公園体育館 

 

      男子ダブルス 

        小笠原・浅見組・・・柏南の大野・神谷組に敗退。 

      女子シングルス 

        石井： 県立銚子の寺村を破るも西武台の島田（ベスト 16）に敗退。 

 

第 17回 高体連バドミントン専門部 第 8 ﾌﾞﾛｯｸ 夏季合同練習会 

                                8月 28日（水）、29日（木）、30日(金) 

                                                 若松高校 

男子団体 

     千城台、明徳、千葉南、泉に２－０で勝ち、4勝。生浜に１－２で負けて 2位。 

女子団体 

     明徳、千城台、千葉南、生浜、聖心に勝ち 5勝、泉に０－２で負けて 1敗するも 

勝率（セット率）で 1位。 

男子ダブルス 

   鷹野･梅津組：千葉南の鈴木・武富組を 2－0で破るも、生浜の渡辺･木村組（2位）に 

１－２で敗退。 

   西田･中島組：千葉大宮の二藤・橋野組を破るも千葉南の岩田･平田組に敗退。 

   遠藤・原口組：千葉南の橘･長谷川組を破るも、生浜の善光･近藤組（3位）に敗退。  

   熱田･小笠原組：千城台の香村・田野組、泉の深山･山下組、生浜の善光･近藤組、 

生浜の渡辺･木村組を破って優勝。 

男子シングルス 

   梅津:泉の小野寺、明徳の西川を破るも生浜の近藤（4位）に敗退。 

  小笠原：生浜の渡辺（ベスト 8）に敗退。 

  熱田 ：生浜の木村、千葉南の平田に勝つも、生浜の善光（2位）に敗退。3決で生浜の 



近藤を破り 3位。 

  西田 ：明徳の植原に勝つも、生浜の善光に敗退。 

男子シングルス Bグループ 

  原口：生浜の宮崎、千葉南の長谷川、千城台の斉藤（1シード）を破るも、若松の鷹野に 

敗退（ベスト 4） 

  鷹野：千城台の上滝、千城台の田野、千城台の山田、若松の原口、千城台の斉藤を破 

り優勝。 

  中島：千城台の高橋、千城台の櫻木を破るも、大宮の小椋（ベスト 4）に敗退。 

  遠藤：千城台の桑原に勝つも、千城台の斉藤（２位）に敗退。 

 

女子ダブルス 

  橋本･林組：千葉南の大谷・桝重組、聖心の横田･古俣組、千城台の天野・大坂組みを破り、決勝へ、泉の

三井･山本組に敗退、2位 

  神田･浅見組：聖心の千田･土屋組を破るも、4シードの天野･大坂組に敗退。 

  中村･平山組：聖心の内藤･江口組を破り、ベスト 4へ、三井･山本組に負けて３決、天野･大坂組に負けて 4

位。 

  市原･小出組：千城台の持田･渡部組を破るも三井･山本組に敗退。 

女子シングルス 

  市原：千葉南の森口を破るも、千城台の天野に敗退。 

  平山：棄権 

  橋本：明徳の山本、聖心の横田を破るも、2シードの千城台の大坂に敗退。３決で林に勝 

3位。 

  林 ：明徳の石黒、聖心の斉藤を破るも、1シードの山本に敗退。3決で橋本に負けて 4位 

ちなみに 1位は、山本、2位は大坂。 

女子シングルス Bグループ 

  繁澤：1シードしたの山から南の佐藤、1シードの聖心の青山、南の高良を破りベスト４． 

      若松の小出に敗退。 

  白山：棄権  

  浅見：千城台の田村、明徳の篠原、南の松原を破るも、南の亀田に敗退。 

  出川：生浜の島山に不戦勝するも、聖心の佐藤に敗退。 

  中村：千城台の藤原に勝つも、泉の橋本に敗退。 

  神田：明徳の中屋、千城台の戸村、南の山下に勝つも、泉の橋本に敗退。神田は黒木に代わって参加。 

  小出：千城台の益山、明徳の金尾、聖心の宍倉、南の堀川、若松の繁澤、泉の橋本を破り優勝。 

平成 8年度千葉県高等学校新人バドミントン大会第 8 ﾌﾞﾛｯｸ予選会 

                                      11月 2日（土）若松高校 

                                          3日（日）千葉大宮高校 



                                          4日（月）泉高校 

男子団体 トーナメント 

 泉高校、千城台高校破るも、生浜高校に敗退、2決で千葉南高校を破り、県大会へ 

女子団体 トーナメント 

 千葉南、泉、千城台を破り、優勝。 

男子ダブルス 

 小笠原･熱田組：4位 

 遠藤・高橋組  ：大宮を破るも、1位の近藤･木村（生浜）に敗退。 

 鷹野･西田組  ：千城台を破るも、3位の渡辺・善光組（生浜）に敗退。 

 梅津・山田組  ：大宮、千城台（植竹･秋山）を破り、生浜に負けて 2位。 

男子シングルス 

 小笠原：秋山に負けてベスト 8． 

 梅津 ：明徳の橋本に勝つも、近藤（生浜）に負ける。  

 山田 ：南の岩田に勝つも、千城台の植竹に敗退。 

 熱田 ：千城台の山田、生浜の渡辺、生浜の善光、生浜の近藤を破り優勝。 

 

女子ダブルス 

 繁澤・黒木組：南の大谷・桝重組に敗退。 

 中村･平山組：千城台の持田･平山組、聖心の長尾･斉藤組を破るが、2 位の三井･山本組（泉）に敗退、3 決

で負けて、4位。 

 市原･小出組：明徳の山本･田中組、南の森口・伊富貴組を破るも、1位の大坂･天野組(千城台)に敗退。 

 林・橋本組 ：南の大石･左宗組、聖心の千田・土屋組を破るも、1位の天野・大坂組に敗れて 3決、勝って 3

位。 

女子シングルス 

 市原：千城台の青木に勝つも、泉の山本（1位）に敗退。 

 林 :明徳の片山、生浜の渡辺、千城台の天野に勝つも、山本に破れて 3決、橋本に勝っ 

て 3位。 

 平山:泉の山田、南の大石に勝つも、2位の大坂に負ける。 

 

平成 8年度千葉県高等学校新人バドミントン大会 

11月１2日（火）成田市体育館（女子） 

                                １3 日（水）成田市体育館（女子） 

                                 １７日（月）千葉県総合運動場体育館 

男子団体 

  1回戦 市立柏に３－１で勝ち、2回戦第 1シードの西武台千葉に３－２で敗退。 

女子団体 



  1回戦 千葉西に３－０で勝ち、2回戦昭和学院に、０－３で敗退。 

男子ダブルス 

  梅津･山田組：匝瑳の長平・廣瀬組、中央の林･町田組を破るも、市原八幡の鶴田･鈴木 

組に敗退。ベスト 16． 

男子シングルス 

  熱田：市原八幡の井口、白井の平野、西武台の小林を破り、ベスト 4．準決勝で西武台 

の加藤に負けて 3決、千葉敬愛の安立に負けて 4位。 

 

１９９７年 ２月２３日（日） 第２回 千葉市 オープン バドミントン大会 

                                       千葉公園体育館 

             男子ダブルス 若松高校 生徒チーム ２チーム 参加 

                       教員チーム も参加 

             女子ダブルス 若松高校 生徒チーム ５チーム 参加 

 

 

 

 

 

 

第１５回 千葉市 高校生 学年別バドミントン大会 

                              平成９年 ４月３日（木）、４日（金） 

                              於：千葉ポートアリーナ 

２年男子・・・資料不備のために間違っているかも知れません。 

   熱田：４回戦まで進む。千葉西の森山に敗退。 

   遠藤：３回戦まで。 

   山田：４回戦まで。 

   梅津：３回戦まで。 

   原口：３回戦まで。 

   鷹野：３回戦まで。 

３年男子・・・資料不備のために間違っているかも知れません。 

   小笠原：３回戦以上進出。 

   西田 ：３回戦以上進出。 

２年女子 

   平山：5回戦まで進出、千葉女子の和田に敗退。 

   出川：2回戦まで文化女子の田口に敗退。 



   林 ：7回戦まで進出、千葉女子の正田に敗退。4位入賞。 

    浅見:3回戦まで進出、？ 

3年女子 

    市原：2回戦までか、？ 

    中村：2回戦までか、？ 

    小出：2回戦までか、？ 

    神田：2回戦まで、敬愛学園の初芝に敗退。 

    橋本：4回戦まで進出、県千葉の小野に敗退。 

    繁澤：2回戦千葉聖心の長尾に敗退。 

    黒木：2回戦で泉の山本に敗退。 

 

該当せず 

女子ダブルス 

        橋本・林組：船橋東の山崎・向田組を破ったが、昭和学院の片山・金井組に 

敗退。 

        小出・市原組：松戸秋山の斉藤・丸山組に敗退。 

        中村・平山組：中央学院の服巻・坂田組に敗退。 

 

 

第１２回市原市高校バドミントン選手権大会 

                                           市原臨海体育館 

女子ダブルス 

  出川・宮木組：君津の加濃・日高組、市原園芸の白川・林組を破ったが、 

           市原八幡の村田・岡元組（第１シード）に敗れる。 

  浅見・垣内組：鶴商の小出・玉木組、君津の石井・芝野組、市原の梅原・鶴岡組を破ったが、木

更津東の守・葛目組（第４シード）に敗れる。 

  林 ・平山組：市原の飯島・市原組、君津の木村・大森組を破り、準決勝へ 

           準決は千葉女子の和田・正田組（第２シード）で敗退。木更津東の守・葛目組（第４

シード）を破って、３位。 

  松波・須田組：（？） 

女子シングルス 

        白山：木更津東の石井に敗退。 

        松波：園芸の白川に勝つも、木更津東の市山に敗退。 

        出川：市原八幡の三澤に勝つも、木更津東の葛目に敗退。 

        平山：姉崎の土屋、鶴商の永野に勝つも、追い浜の田中に敗退。 

        垣内：君津の加濃に敗退。 



        林 ：市原の堀内、君津の刈込に勝つも、木更津東の守に敗退。 

        中村：木更津東の渡辺、生浜の仮屋薗を破るも、君津の日高に敗退。 

        宮木：京葉の三枝に勝つも、君津の大森に敗退。 

        須田：市原の梅原を破るも、君津の久村に敗退。 

        浅見：市原の中原に敗退。 

      男子ダブルス 

         原田・山田組：市原八幡の蓮沼・田代組に敗退。 

         熱田・梅津組：１回戦を勝ちあがり次に市原八幡の井口・坂入組に敗退。 

         鷹野・沿道組：（？） 

         加藤・村山組：（？） 

      男子シングルス 

         熱田：君津の中島、君津の川尻を破るも、望洋の小旗に敗退。（第１シード位置） 

         遠藤：姉崎の鈴木に勝つも、市原の征矢に敗退。 

         村山：京葉の上野に敗退。 

         山田：市原八幡の中村、姉崎の永井に勝つも、望洋の小柳（第４シード）に敗退。 

         梅津：君津の石田に勝つも、望洋の古宮に敗退。（第３シード位置） 

         加藤：君津の江口に敗退。 

原口：君津の半沢に敗退。 

鷹野：中央の今野、市原八幡の田代を破るも、望洋の高砂(第２シード)に敗退。 

永田：君津の佐久間に敗退。 

 

 

 

 

     

平成 9年度関東高等学校バドミントン大会   第 8 ﾌﾞﾛｯｸ予選会 

４月２６日(土) 

                                                於：若松高校 

男子団体 Ｂﾌﾞﾛｯｸで千葉南、明徳、大宮を破り、順位決定戦で生浜に勝って優勝。 

 

女子団体 Ａﾌﾞﾛｯｸで聖心、千葉南、生浜を破り、順位決定戦へ、千城台を破り、 

優勝  

平成 9年度関東高等学校バドミントン大会   千葉県予選会 

      男子団体 薬園台を破るも中央学園に敗退。 

      （1位、千葉敬愛、2位西武台千葉、3位千葉商大付属、4位中央学院） 



      女子団体 県立柏、白井、を破るも西武台千葉に敗退。ベスト１６． 

      （東葉、西武台千葉、中央学院、市原八幡が、１から 4位） 

 

平成 9年度 全国高等学校総合体育大会バドミントン競技 第 8 ﾌﾞﾛｯｸ 予選会 

                                      ５月 1０日（土）1１日（日） 

                                      千葉大宮高校 

                                      若松高校 

 男子ダブルス 

   鷹野･西野組：大宮の金巻･増田組、千城台の山田･高橋組を破るも、第 1シード生浜 

の近藤･木村組に敗退。 

   熱田･小笠原組：大宮の吉田･平山組、泉の山下･鈴木組、南の岩田･平田組、第 1 

シードの近藤･木村組を破って決勝へ、決勝では生浜の渡辺、善光 

組に敗退、2位。 

   原口･多田組：大宮の大塚・橋野組を破るも第 3シードの渡辺･善光組に敗退。 

   梅津･山田組：1 回戦南の谷川･斉藤組棄権のため不戦勝、次に千城台の佐久間･斉藤組、明徳の橋本・

西川組を破るも、3 シードの渡辺･善光組に敗退。3 決で生浜の木村・近藤組に勝って、3

位。 

 男子シングルス 

   山田：明徳の相川、大宮の大塚、千城台の植竹を破るも第 1シードの生浜の近藤に 

破れてベスト 8． 

   梅津：生浜の宮崎、千城台の堀元、4シードの生浜の渡辺を破るも 1シードの近藤に敗退。3決では若松

の小笠原に勝って 3位。 

   小笠原：南の岩田、明徳の西川、生浜の 3 シードの善光を破るも、2 シードの千城台の秋山に敗退。3 決

では梅津に負けて 4位。 

   遠藤：明徳の松井、大宮の山本を破るも、南の平田に敗退。 

   鷹野：生浜の木村に敗退。 

 女子ダブルス 

   浅見･神田組：泉の仲・高梨組を破るも、第 1シードの千城台の大坂･天野組に敗退。 

   市原･小出組：（第 4 シード）生浜の大磯･小出組、南の大石･佐宗組、生浜の加藤･村田組、千城台の大

坂・天野組を破り決勝へ、決勝で若松の橋本・林組に敗退 2 位。 

   平山･中村組：千城台の新藤･大久保組、生浜の田中･石井組、南の森口・鎌田組を破るも橋本・林組に

負けて 3決、3決では大坂･天野組を破って 3位。 

   出川･中村組：聖心の島田･水野組を破るも南の森口・鎌田組に敗退。 

   橋本･林組：明徳の石黒・足立組、千城台の戸村・西山組、泉の橋本･山本組、若松の平山･中村組、若

松の市原･小出組を破って優勝。 

 女子シングルス 



   中村：大宮の藤原に勝つも、第 1シード泉の山本に敗退。 

   繁澤：南の大谷に敗退。 

   橋本：生浜の石井、聖心の長尾、千城台の天野を破るも、第 1 シードの山本に敗退。3 決で千城台の大

坂に負けて 4位。 

   林  ：南の大平、千城台の青木、泉の三井、千城台の大坂、泉の山本を破り優勝。 

   松波：聖心の千田を破るも、千城台の大坂に敗退。 

 

第５０回全国高等学校総合体育大会バドミントン競技県選考会 

                        6月 1３日（金）1７日（火）18日（水） 

市原臨海体育館、千葉公園体育館 

 

男子ダブルス 

   梅津･山田組：君津の半沢･江口組を破るも、第 1シードの敬愛の坂本・新澤組に敗退。 

   小笠原･熱田組：成田国際の西･福美組を破るも、敬愛の金子･安立組に敗退。 

   （一位は敬愛の菊池･松本組、2位は敬愛の坂本・新澤組、3位は西武台の加藤･及川組 

   4位は敬愛の金子･安立組） 

男子シングルス 

   熱田：学館総合の浅野を破るも商大の田中に敗退。 

   小笠原：柏中央の渡部を破るも、望洋の小柳に敗退。 

   （1位は西武台の加藤、2位は敬愛の菊池、3位は敬愛の安立、4位は敬愛の立花） 

 

女子ダブルス 

   橋本･林組：船橋東の山崎･向田組を破るも、昭和の片山･金井組に敗退。 

   小出･市原組：秋山の斉藤･丸山組に敗退。 

   中村･平山組：中央の第 2シードの服巻・坂田組に敗退。 

   （1 位は敬愛の宮田･小柳組、2 位は東葉の依田・小野組、3 位は西武台の平泉・島田組、4 位は中央の

第 2シードの服巻・坂田組） 

女子シングルス  

   林 ：敬愛の大木に敗退。  

    （1位は東葉の大塚、2位は西武台の平泉、3位は西武台の島田、4位は東葉の浅井） 

 

平成 9年度 高体連第 8 ﾌﾞﾛｯｸ 夏季合同練習試合        7月 13日 

男子単式 

  熱田：南の西山、千城台の堀元、千城台の植竹を破るも、千城台の秋山（左）に敗退 2位。 

  梅津：千城台の桜木、南の岩田を破るも千城台の秋山に敗退 3位。 

  鷹野：泉の坂本を破るも、千城台の秋山に敗退。 



 

女子単式 

  林 ：明徳の篠原、生浜の仮屋薗、若松の浅見、千城台の渡部を破り 1位。 

  浅見：生浜の小出、泉の山田、明徳の足立を破るも、林に敗退 3位。 

  垣内：生浜の大磯、泉の橋本を破るも、千城台の渡部に敗退。 

  松波：千城台の宮野、聖心の土屋、生浜の田中を破るも渡部に敗退 3位。 

 

男子複式･予選リーグから決勝トーナメント 

  熱田・梅津組：決勝で千城台の秋山･植竹組を破り優勝。 

  原口・鷹野組：予選リーグで秋山･植竹組に敗退して１勝 1敗で結晶に上がれず。 

 

女子複式･予選リーグから決勝トーナメント 

  林･垣内組：決勝で生浜の加藤・渡辺組を破り、優勝。 

  浅見･松波組：予選で千城台の天野・西山組に負けて決勝にあがれず。 

 

第 18回 高体連バドミントン専門部 第 8 ﾌﾞﾛｯｸ 夏季合同練習会 

 8月 28日（木）、29日（金）、30日（土） 

於：若松高校 

 

男子団体 

  南と明徳を破ったが、千城台に２－１で負けて 2位。 

女子団体 

  明徳、聖心を２－０で降して決勝トーナメントへ、生浜に２－１で負けて 2位。 

 

男子ダブルス 

  熱田・梅津組：明徳の相川・二宮組、南の長谷川・橋本組、若松の小野･多田組を破るも決勝で千城台の

秋山･植竹組負けて 2位。 

  小野･多田組：千城台の山田・高橋組と南の嶋野･西山組を破るも 1 シードの熱田･梅津組に敗退、さらに 3

決で南の岩田･鈴木組に負けて 4位。 

  遠藤･山田組：千城台の堀元・櫻木組を破るも、南の岩田･鈴木組に敗退。 

  鷹野･原口組：明徳の松井･植原組を破るも 2シードの秋山･植竹組に敗退。 

 

男子シングルスＢグループ 

  多田：1位 

  小野：千城台の長谷川を破るも多田に敗退。 

  永田：千城台の石崎に敗退。 



  村山：明徳の野々原に敗退。 

  加藤：千城台の森に敗退。 

  原口：2位。 

 

男子シングルスＡグループ 

  熱田：明徳の相川、千城台の堀元、若松の山田、千城台の秋山を破り、優勝。 

  山田：明徳の松井、南の鈴木を破るも、熱田に敗退。3決で梅津に敗退 4位。 

  梅津：千城台の高橋、南の岩田を破るも、千城台の秋山に敗退。3決で山田を破り、3位。 

  遠藤：南の嶋野を破るも、千城台の秋山に敗退。 

 

女子ダブルス 

  林 ･平山組：聖心の小林･石井組、生浜の田中･石井組、聖心の千田･宍倉組、若松の 

浅見・垣内組を破り優勝。 

  出川･宮木組：泉の山田･高梨組棄権で不戦勝なるも、聖心の千田･宍倉組に敗退。 

  浅見･垣内組：聖心の阿部･木内組、千葉南の亀田･鎌田組、生浜の加藤･村田組を破る 

も林 ・平山組に敗退 2位。 

  松波･中村組：明徳の吉岡･片山組、千葉南の松尾･岡崎組を破るも、加藤･村田組に 

敗退。 

 

 女子シングルスＢグループ 

   浅見:2位 

   出川：千葉南の谷川を破るも、泉の馬見塚に敗退。 

   垣内：優勝 

   宮木：千城台の木内、泉の川島、千城台の佐藤を破るも、生浜の加藤に敗退。 

    

女子シングルスＡグループ 

   林 ：生浜の仮屋薗、聖心の千田、若松の松波を破るも、決勝で田中に敗退。2位。 

   松波：千葉南の佐藤、生浜の村田、聖心の土屋を破るも、林に敗退。3決で平山の 

負けて 4位。 

   平山：明徳の篠原、千城台の渡部を破るも田中に敗退。3決で松波を破り、３位。 

   中村：千城台の瀬戸本に敗退。 

 

第 33回 千葉県スポーツ祭典バドミントン大会 

                           10月 10日 

                           千葉市公園体育館 

男子ダブルス 1部 



   鷹野･遠藤組：月曜の会の榊原･岡田組に敗退。 

   山田･多田組：スリーセブンの塚林･池組に敗退。 

   原口･小野組：月曜の会の田中･白岩組に敗退。 

   熱田･梅津組：ニコロの古平・浜田組に敗退。 

  田中･高橋組（若松高教員）は棄権。 

  （優勝は月曜の会の長嶋･斉藤組、2位は姉高クラブの戸松･松浦組） 

 

男子シングルス 1部 

  遠藤：葛南工業高の山口選手棄権のため不戦勝、第 1シードの流通大学の砂原に敗退。 

  鷹野：カシオペアの倉野に敗退。 

  熱田：フリーの白鳥を破るも、カシオペアの倉野に敗退。 

  原口：流通大の佐々木に敗退。 

  梅津：土気クの若菜に敗退。 

  山田：流通大学の高妻に敗退。 

  小野：スリーセブンの寺内に敗退。 

  多田：流通大学の百瀬に敗退。 

   （若松高教員田中は、棄権。高橋はスリーセブンの橋本、流通大学の佐々木、月曜の 

会の斉藤を破るも流通大学の砂原に敗退。3位。） 

男子ダブルス 2部 

村山･永田組：轟ファミリーの渋谷･松橋組に敗退。 

男子シングルス 2部 

   村山：千葉高の木村に敗退。 

   永田：千葉高の池田に敗退。 

  

 

女子ダブルス 1部 

   浅見･垣内組：千葉高の渡部･内藤組、スリーセブンの前田･豊島組を破るも、フレーム 

ショットの高橋･米倉組に敗退。 

   林 ･平山組：生浜の渡辺･仮屋薗組を破るも、月曜の会の高橋･高橋組に敗退。 

    

  （優勝はフレームショットの高橋･米倉組、2位は月曜の会の高橋･高橋組） 

 

女子シングルス 1部 

  垣内：生浜の仮屋薗を破るも、スリーセブンの斉藤（第 1シード）に敗退。 

  浅見：千葉高の待田を破るも、若松高の林に敗退。 

  平山：棄権 



  松波：生浜の大磯、スリーセブンの中嶋を破るも、生浜の田中に敗退。３位。  

  林 :生浜の村田、浅見、スリーセブンの斉藤を破り、決勝へ、生浜の田中に敗退。2位。 

 

女子ダブルス 2部 

出川･宮木組：生浜の茂手木・加藤組、市川市の広沢･糸久組を破るも、姉高クの松浦･ 

高品組に敗退。3位。 

   松波･須田組：ｶﾞｰﾃﾞﾝｸの目黒･津田組に敗退。 

 

女子シングルス 2部 

   中村：月曜の会の水野、出川、生浜の加藤を破り優勝。 

   出川：千葉高の梅本を破り 3位。 

須田：生浜の加藤、不二女子の小豆畑を破るも、生浜の加藤に敗退。 

   宮木：千葉高の高田、不二女子の野崎、千葉高の新林を破るも、生浜の加藤に敗退。 

 

 

平成 9年度千葉県高等学校新人バドミントン大会第 8 ﾌﾞﾛｯｸ予選会 

11月 3日(月)、8日(土)、9日(日) 

                                 於：若松高校、千葉大宮高校、泉高校 

      男子団体 

        泉、千葉南、千城台を破り、優勝。 

      女子団体 

        泉、千葉聖心、千城台を破り、優勝。 

 

      男子ダブルス 

        小野･原口組：大宮の松丸・石井組を破るも、千城台の植竹･秋山組に敗退。 

        遠藤･鷹野組：千城台の山田･森組を破り、さらに千葉南の嶋野･西山組を破るも、第 1シードの千

城台の植竹・秋山組に敗れて、3位決定戦へ。 

3決で南の岩田･鈴木組に負けて 4位。 

        山田･多田組：生浜の宮崎･始関組を破るも、南の岩田･鈴木組に敗退。 

        熱田･梅津組：千葉南の谷川・橘組、千城台の堀元・高橋組、南の岩田･鈴木 

組を破るも、決勝で植竹･秋山組に敗退、2位。 

       男子シングルス 

         熱田：2位  秋山に負けて 

         鷹野：4位  梅津に負けて 

         梅津：3位  秋山の負けて 

         多田：ベスト 8 秋山に負けて 



        女子ダブルス 

          林・平山組：千城台の渡部・佐藤組、生浜の田中･石井組、千葉聖心の千田・宍倉組、若松の

浅見・垣内組を破り、優勝 

          出川・宮木組：千葉南の松尾・松本組を破るも、聖心の千田・宍倉組に敗退。 

          松波･須田組：千城台の小倉・西山組、南の山下･和山組を破るも、生浜の加藤・村田組に敗

退。 

          浅見･垣内組：泉の馬見塚･橋本組、千城台の益山・瀬戸本組、生浜の加藤･村田組を破るも

林・平山組に敗退、2位。 

         女子シングルス 

           垣内：泉の川島、明徳の山本を破るも、生浜の田中（第 1シード）に敗退。 

           松波：千城台の益山、聖心の千田，大宮の藤原を破るも生浜の田中に敗退。３決で平山に

負けて 4位。 

           平山：泉の橋本、南の松尾を破るも、林に負けて 3位。 

           林：生浜の石井、千城台の渡部、平山を破るも、田中に敗退、2位。 

 

平成 9年度 千葉県高等学校新人バドミントン大会 

                           11月 18日（火）・19日（水）・24日（月） 

                           於：千葉公園体育館、市原臨海体育館 

男子団体 

  市立千葉、中央学院を破り、さらに柏中央を破り、ベスト４．西武台千葉に敗退。 

  3決で望洋を破り、3位。     

女子団体 

  実籾を破るも市原八幡に敗退。 

男子複式 

  熱田･梅津組：望洋の小簱･小宮組に敗退。 

女子複式 

  浅見･垣内組：市千葉の後藤･高坂組に敗退。 

  林 ･平山組：古釜の内山・嘉代組、船東の久保･島田組を破るも、西武の真水･大川組 

に敗退。ベスト 8 

男子シングルス 

  熱田：実籾の鈴木に敗退。 

女子シングルス 

  林  ：西武の蒔田に敗退。 

   

第 12回 市原市高校バドミントン大会 

                      2月 14日、15日 於：市原臨海体育館 



 

男子複式（エントリー24組） 

  鷹野･遠藤組：（？） 

  原田･山田組：市原八幡の蓮沼・田代組に敗退。 

  熱田･梅津組：市原八幡の井口･坂入組に敗退。 

  加藤･村山組：（？） 

 

男子単式（エントリーは 56名） 

  熱田：君津の中島、君津の川尻を破るも、望洋の小簱に敗退。 

  遠藤：姉崎の鈴木を破るも、市原の征矢に敗退。 

  村山：京葉の上野に敗退。 

  山田：市原八幡の中村、姉崎の永井を破るも、望洋の小柳に敗退。 

  梅津：君津の石田を破るも、望洋の小宮に敗退。 

  加藤：君津の江口に敗退。 

  原口：君津の半沢に敗退。 

  鷹野：中央の今野、市原八幡の田代に勝つも、望洋の高砂に敗退。 

 

女子複式（エントリーは 48組） 

  出川･宮木組：君津の加濃･日高、園芸の白川･ 林組を破るも、市原八幡の村田・岡元 

組に敗退。 

  浅見･垣内組：鶴商の小出・玉木組、君津の石井・芝野組、市原の梅原･鶴岡組を破りも 

守・葛目組に敗退。 

  白山･中村組：（？） 

  林 ･平山組：市原の飯島･市原組、君津の木村･大森組を破るも、千葉女子の和田･正 

田組に敗退。3決で守･葛目組を破り、3位。 

  松波･須田組：（？） 

女子単式（エントリーは 91人） 

  白山：木東の石井に敗退。 

  松波：園芸の白川を破るも、木東の市山に敗退。 

  出川：市原八幡の三澤を破るも、木東の葛目に敗退。 

  平山：姉崎の土屋、鶴商の永野を破るも、生浜の田中に敗退。 

  垣内：君津の加濃に敗退。 

  林 ：市原の堀内、君津の刈込を破るも、木東の守に敗退。 

  中村：木東の渡辺、生浜の仮屋薗を破るも、君津の日高に敗退。 

  須田：市原の梅原を破るも、君津の木村に敗退。 

  浅見：市原の中原に敗退。 



 

 

 

 

 

 

 

第 16回千葉市高校生学年別バドミントン大会 
                    4月 2日（木）3日(金) 

       於：ポートアリーナ 

      2年男子 

        村山：渋谷幕張の徳丸が棄権で 1回戦不戦勝、2回戦稲毛の松本に負ける。 

        加藤：千葉北の近山、秀英の定村を破るも、敬愛学園の宍倉に敗退。 

        多田：(第 3シード)千葉商の鈴木、千葉南の谷川、敬愛学園の三浦を破って、 

千葉西の足立に敗退、ベスト４． 

    永田：敬愛学園の玉熊が棄権で不戦勝、２回戦千葉北の小松を破るも、千葉 

北の稲葉に敗退。 

      ３年男子 

        鷹野：泉に坂本に勝つも、第１シードの秋山に敗退。 

        熱田：市立千葉の山崎、千城台の長谷川、渋谷幕張の佐藤に勝つも、秋山に 

敗退。 

        原口：稲毛の加賀に勝つも、千城台の高橋に敗退。 

        山田：千葉南の橋本に勝つも、稲毛の平尾に敗退。 

        梅津：千葉南の橘、稲毛の中島、千葉西の森山、さらに敬愛学園の田原に勝ち、決勝へ。決勝

では秋山に敗退。２位。 

 

      ２年女子 

        松波：千葉商の鈴木、千葉女子の池上、千葉西の中嶋を破り、ベスト８．敬愛学園の小林に敗

退。 

        中村：稲毛の石村、千葉南の長谷川に勝つも、生浜の田中に敗退。 

        宮木：若葉看護の岩崎、泉の馬見塚、生浜の大磯を破るも、千葉西の佐藤に敗退。 

        垣内：若葉看護の牧原、敬愛学園の藤本、文化女子の大場に勝つも市立千葉の高坂に敗退。 

      ３年女子 

        出川：千葉南の馬場が棄権で不戦勝、若葉看護の及川に勝つも、渋谷幕張の種村に敗退。 

         白山：千葉聖心の小林に敗退。 

         浅見：生浜の加藤に勝つも、千葉南の松尾に敗退。 

         平山：泉の橋本、千葉北の坂本、千城台の渡部に勝つも、千葉女子の正田に敗退。 

          林 ：渋谷幕張の酒井，稲毛の才川、千葉女子の堀内、千葉女子の池田に勝つも、千葉女子

の和田（第１シード）に敗退。 

   

平成 10 年度 関東高等学校バドミントン大会 第 8 ﾌﾞﾛｯｸ予選会 

                                      4月 19日（日） 於：若松高校 

 

男子団体 

    推薦で予選なし 



女子団体 

    聖心、泉、大宮を２－０で勝ち進み、順位決定戦で生浜に２－１で勝ち 1位。 

 

  

      平成 10年度関東高等学校バドミントン大会 

      第 44回関東高等学校バドミントン選手権大会千葉県予選会 

                       平成 10年 5月 1日（金）2日(土) 

                       於：千葉県総合運動場体育館、千葉公園体育館 

 

      団体戦男子     3シードの位置から 

        1回戦・・・市立柏 

        2回戦・・・市立銚子 

        3回戦・・・千葉商科大学付属に敗退、ベスト１６ 

      団体戦女子 

        1回戦・・・佐原 

        2回戦・・・銚子西 

        3回戦・・・敬愛学園に敗退・・・ベスト 16 

 

第 51回千葉県高等学校総合体育大会バドミントン競技 

兼第 49 回全国高等学校総合体育大会千葉県選考会 

               第 8 ﾌﾞﾛｯｸ 予選会 

                                5月 9日(土)、10日（日） 

                                   於：千葉大宮高校 泉高校 

 

男子ダブルス 

    加藤:村山組：千城台の上滝・石崎組に敗退。 

    熱田･山田組：大宮の田中・井出組、千城台の堀元・高橋組、千葉南の岩田･鈴木組 

を破るも若松の梅津･鷹野組に破れて、2位。 

    原口･多田組：千葉南の西川･谷川組、明徳の相川･二宮組を破るも、梅津･鷹野組に 

負けて 3決で千葉南の岩田･鈴木組に負けて 4位。 

    遠藤･永田組：千城台の山田･森 組に敗退。 

    梅津･鷹野組：千葉南の嶋野･橋本組、千城台の山田･森 組、原口･多田組を破るも 

             熱田･山田組に負けて、2位。 

 

男子シングルス 

   原口：明徳の植原に勝つも、千城台の秋山に敗退。 

   加藤：生浜の宮崎に敗退。 

   多田：千葉南の嶋野に勝つも、千城台の高橋に敗退。 

   鷹野：千城台の上滝、千葉南の鈴木に勝つも、千城台の植竹に敗退。 

   永田：大宮の南に敗退。 

   梅津：千葉南の橘、生浜の始関、千城台の堀元、千城台の植竹を破り、決勝へ。秋山 

に負けて 2位。 

 

女子ダブルス 

   浅見･垣内組：千葉南の高良･堀川組、千城台の佐藤･益山組、生浜の小出･大磯組、 

生浜の田中･石井組、生浜の加藤・村田組を破り、優勝。 



   中村・巽 組：聖心の渡辺･湯山組、千葉南の松尾・鎌田組を破るも、生浜の田中･石井 

組に敗退。 

   出川・宮木組：生浜の秋葉･山本組、聖心の千田・宍倉組を破るも、生浜の渡辺・仮屋 

薗組に敗退。 

   桑原･及川組：千城台の藤原･新藤組を破るも、生浜の渡辺・仮屋薗組に敗退。 

   松波・須田組：千葉南の馬場・和山組、千城台の西山･小倉組を破るも、生浜の加藤・ 

村田組に敗退。 

   早見・福井組：千葉南の松本･山下組を破るも、生浜の加藤・村田組に敗退。 

 

女子シングルス 

   中村：明徳の田中を破るも、千葉南の鎌田に敗退。 

   垣内：聖心の石井、生浜の村田に勝つも、生浜の田中に敗退。 

   松波：生浜の加藤、千葉南の長谷川、千城台の渡部に勝つも、生浜の田中に敗退。 

   平山：生浜の渡辺、千城台の瀬戸本、生浜の石井を破るも、生浜の田中に敗退。3決 

で松波に勝って 3位。 

   浅見：千城台の益山、大宮の藤原にかつも林に敗退。 

   林 ：泉の馬見塚、聖心の千田、浅見、平山を破るも、決勝で田中に負けて 2位。 

 

 

第 51回千葉県高等学校総合体育大会バドミントン競技 

兼第 49 回全国高等学校総合体育大会千葉県選考会 

          平成 10年 6月 13日（土）、16日（火）、17日(水) 

                      於：富津市総合社会体育館、木更津市民体育館、 

                        四街道市総合公園体育館、千葉公園体育館 

                        千葉県総合運動場体育館 

       

＊ベスト 16の団体でインターハイの学校を決めた。 

      男子団体 

         東海大学付属望洋に敗退。 

      女子団体 

         千葉敬愛に敗退。 

       

男子複式 

         原口・多田組：中央の高橋･長友組に敗退。 

         梅津・鷹野組：商大の河和・中山組に敗退。 

         熱田･山田組：市松の布施･飯田組、佐倉の佐々木･牛渡組を破るも、望洋の 

小柳･小簱組に敗退。 

      男子単式 

         梅津：実籾の福浦にかつも、西武の小山に敗退。 

      女子複式 

         浅見・垣内組:千葉女子の大橋･堀内組に敗退。 

         林・平山組：市立稲毛の才川・川島組を破るも、西武台の島田･山田組に敗退。 

      女子単式 

         林：西武台の瀬能に敗退。 

        平山：東葉の大塚（第 1シード）に敗退。 

 



 

第１９回 高体連バドミントン専門部 第８ブロック夏季 合同練習会 

                                 ８月２８日２９日３０日 於：若松高校 

 

男子団体 明徳には勝ったが、千葉南には負けて２位。 

女子団体 聖心、千城台に勝ち、ブロック１位戦で生浜を破り、１位。 

女子ダブルス 

   松波・垣内組・・・南の笠原・谷川組、泉の川島・篠崎組、南の鎌田・長谷川組、若松の 

須田・宮木組を破り、優勝。 

    早見・福井組・・・千城台の木内・清岡組を破るも、生浜の石井・秋葉組に敗退。 

   巽・及川組 ・・・南の小林・河内組、千城台の瀬戸本・湯浅組、生浜の仮屋園・大磯組を 

             破るも、須田・宮木組に敗退。３決で南の鎌田・長谷川組に負けて４位。 

   須田・宮木組・・・南の布施・日野組、聖心の栄井・黒田組、若松の巽・及川組を破るも 

松波・垣内組に敗退２位。 

女子シングルス 

   松波：聖心の黒田に勝つも生浜の仮屋薗に敗退。 

   宮木：聖心の綿貫、大宮の藤原に勝つも、南の鎌田に敗退。 

   須田：聖心の湯山、生浜の石井に勝つも、南の布施に敗退。 

   垣内：南の長谷川、生浜の秋葉、南の布施、南の鎌田に勝って優勝。 

女子シングルス Bグループ 

   早見：明徳の田中、聖心の棚倉、南の永井、若松の山貫に勝つも、若松の及川に敗 

退２位。 

   山野井：明徳の引木に勝つも、生浜の小出に敗退。 

   中村：棄権 

   山貫：明徳の庄司、千城台の斉藤、生浜の山本、千葉南の萩原に勝つも早見に敗退。 

   及川：千城台の大矢、千葉南の日野、若松の福井、若松の巽、早見に勝ち、優勝。 

   福井：明徳の八木、泉の星野、千葉南の笠原に勝つも、及川に敗退。 

   桑原：千葉南の鈴木、聖心の渡辺、千城台の並木に勝つも、巽に敗退。 

   巽 ：千葉南の河内、生浜の木村、桑原に勝つも、及川に敗退。 

 

平成１０年度千葉県高等学校新人バドミントン大会第 8 ﾌﾞﾛｯｸ予選会 

11月８日(日)、１１日(水)、１３日(金) 

                 於：泉高校、市原臨海体育館、四街道総合公園体育館 

      男子団体 

        明徳に敗退、３決で千城台に勝ち、３位。 

      女子団体 

        千葉聖心、千葉南を破り、優勝。 

女子ダブルス 

   松波・垣内組・・・聖心の渡辺・湯山組、生浜の石井・田中組、若松の巽・及川組、千葉 

南の鎌田･長谷川組を破り、優勝。 

    早見・山貫組・・・生浜の小出・村田組、明徳の春山・松井組を破るも、千葉南の鎌田・ 

長谷川組に敗退。 

   巽・及川組 ・・・明徳の浮ｹ谷・小坂組、生浜の秋葉・山本組を破るも、垣内・松波組に 

敗退。 



   山野井・福井組・・・聖心の綿貫・朝倉組を破るも、鎌田･長谷川組に敗退。 

須田・宮木組・・・生浜の仮屋薗・大磯組、聖心の栄井・黒田組を破るも鎌田・長谷川組 

に敗退、３決で巽・及川組に負けて４位。 

女子シングルス 

   山野井：千葉南の永井に勝つも聖心の栄井に敗退。 

   宮木：生浜の秋葉、明徳の春山、千葉南の布施に勝つも、南の鎌田に敗退。 

   須田：明徳の浮ｹ谷に勝つも、生浜の仮屋薗に敗退。 

   垣内：千城台の斉藤、生浜の石井、聖心の栄井千城台の瀬戸本、南の鎌田に勝って 

優勝。 

   巽 ：明徳の深山、大宮の藤原に勝つも、生浜の田中に敗退。 

   早見：明徳の萬崎に勝つも、鎌田に敗退。 

平成１０年度千葉県高等学校新人バドミントン大会 

11月 20日(金)、2１日(土)、2３日(月) 

                                          於：公園体育館 

女子団体 

   市原を破るも、聖徳大学附属高校に敗退。 

女子複式 

   垣内･松波組・・・柏南の渋谷・須賀組、市立千葉の高坂・佐倉組、東海大浦安の栗山・ 

斉藤組を破りベスト 4 に進出、千葉敬愛の野村・佐藤組に敗退。3決 

では昭和学院の小林・長谷川組に負けて 4位。 

女子単式 

   垣内は修学旅行で棄権す。 

 

 

第１３回 市原市 高校バドミントン選手権大会 

                               ２月１１日（木）、２月１４日（日） 

                               市原臨海体育館、姉崎高校 

女子ダブルス 

     垣内・松波組 ・・・ 市原の中原・飯島組を破り、優勝。 

     早見・福井組 ・・・ 君津の苅込・大沢組を破ったが、望洋の鈴木・中原組に敗退。 

     須田・宮木組 ・・・ （？） 

     巽 ・山野井組・・・ （？） 

     山貫・桑原組 ・・・ （？） 

女子シングルス 

     松波 ：望洋の金井を破るも木更津東の石井に敗退。 

     宮木 ：千葉南の小林、望洋の太田を破るも、君津の加濃に敗退。 

     巽   ：棄権 

     山貫 ：望洋の岡戸を破るも、木更津東の小谷に敗退。 

     須田 ：千葉女子の大山、千葉南の永井を破るも、次の千葉女子の三浦の試合は 

記録なし。 

     山野井：木更津東の鈴木に敗退。 

     早見 ：市原八幡の岡田を破るも、千葉女子の廣瀬に敗退。 

     福井 ：千葉南の鈴木を破るも、君津に日高に敗退。 

     垣内 ：君津の小林、千葉南の谷川、市原の中原、君津の日高、木更津東の鈴木 

を破るも、決勝で千葉南の鎌田の敗退、2位。 



 

第 4回 千葉市 オープン大会  2月 28日    公園体育館 

  垣内・松波組 ： ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝの和田・小西組に敗退。 

  山貫・桑原組 ： 八街市の緑川・近江組に敗退。 

  巽 ・山野井組： 習志野市・公園の後藤・山西組に敗退。 

  福井・早見組 ： 船橋市・ﾎﾜｲﾄﾌｪｱﾘｰの津島・椎名組に敗退。 

  須田・宮木組 ： 千葉市の小檜山・山本組を破るも次の農業試験場の河野・深山組 

に敗退。 

           

 

 

 

 

 

 

第 17回 千葉市 高校生学年別バドミントン大会 4月 2日(金) 3日(土)  

於：ポートアリーナ、千葉公園体育館 

      2年男子 

       上妻：2回戦千葉商業の長田に敗退。 

       石井：2回戦渋谷幕張の片岡を破り、県千葉の斉藤に敗退。 

       高松：2回戦市立千葉の藤田、3回戦県千葉の平岡を破り、4回戦千葉南の千脇 

に敗退。 

       今井：2回戦県千葉の川崎に敗退。 

      3年男子 

       小野：1回戦千葉明徳の相川に敗退。 

       多田：2回戦経大付属の坂本、3回戦千城台の白田を破り、4回戦千葉北の天野 

に敗退。 

       村山：2回戦渋谷幕張の正木に敗退。 

       永田：1回戦経大付属の後藤を破り、2回戦千葉北の松田に敗退。 

2年女子 

       山野井：2回戦渋谷幕張の荒巻を破るも、3回戦千葉女子の三浦に敗退。 

       及川 ：2回戦稲毛の丸橋、3回戦敬愛学園の鈴木を破り、4回戦千葉西の棚橋 

に敗退。 

       桑原：1回戦市立千葉の中澤に敗退。 

       早見：1回戦市立千葉の原田、2回戦文化女子の馬場園、3回戦千葉聖心の朝 

倉に勝つも 4回戦磯辺の清水に敗退。 

       山貫：1回戦若葉看護の戸部、2回戦生浜の山本に勝つも、3回戦千葉西の松 



尾に敗退。 

       巽  ：2回戦文化女子の弥重、3回戦市立千葉の佐藤、4回戦稲毛の鈴木、5 

回戦の千葉西の松尾を破り、準決勝まで進めたが、敬愛学園の宮脇に 

敗れる。 

       福井：1回戦若葉看護の角田、2回戦稲毛の佐藤を破るも、3回戦千葉西の宮崎 

に敗退。 

      3年女子 

       松波：2回戦若葉看護の天間を破り、3回戦千葉南の布施に敗退。 

       須田：2回戦泉の馬見塚を破り、3回戦市立千葉の佐倉に敗退。 

       垣内：2回戦市立千葉の清宮、3回戦千葉商業の鈴木、4回戦千葉南の鎌田、 

5回戦千葉北の濱地を破り、準決勝で市立千葉の高坂に敗退。 

       宮木：2回戦千葉南の小林、3回戦稲毛の松井、4回戦敬愛学園の高本を破る 

も、市立千葉の高坂に敗退。  

 

  

関東予選第 8ブロック予選会 4月 25日（日） 於：千葉南高校  

 男子団体 1位 千葉南 2位 若松 （県大会出場権） 

 女子団体 1位 若松  2位 生浜 3位 千葉南 （県大会出場権） 

 （男子団体メンバー：永田・多田・加藤・村山・小野・高松・萩原） 

 （女子団体メンバー：須田・松波・垣内・宮木・巽・及川・早見） 

関東予選県大会 5月 1日（土）、2日(日) 於：男子は総合運動場体育館 

                              女子は千葉公園体育館 

  男子は 1回戦 芝浦工大柏と対戦して敗退 

  女子は 1回戦 市立船橋と対戦し勝ち上がり、2回戦、千葉敬愛に敗退す。 

   ちなみに千葉敬愛は 2位、1位は西部台千葉。3，4位は東葉と昭和学院。 

総体ブロック予選会 5月 15日（土）、16 日（日） 於：若松（15日）千葉南(16日) 

  男子ダブルス 

   萩原・大橋組・・・1回戦 森田・奥本（千葉南）を破り、2回戦 市原幸・赤川（泉）をさらに破り、3

回戦 千葉明徳の相川･二宮組に敗退した。 

   加藤・村山組・・・1 回戦 岩田・佐藤組（明徳）を破り、2 回戦 永崎・丸組（千城台）も破り、3 回

戦 堀合・谷川（千葉南）に敗退。 

   今井・上妻組・・・1回戦 堀合・谷川（千葉南）に敗退。 

   小野・高松組・・・1回戦 小倉・市原健（泉）に敗退。 

   吉永・竹下組・・・１回戦 森・白田組（千城台）に敗退。 

   石井・増井組・・・1 回戦 金子・藤沢組（明徳）を破り、2 回戦 佐々木・兵頭組（大宮）を破り、3

回戦 多田・永田組（若松）に敗退。 



   多田・永田組・・・２回戦 矢島･持田（千葉南）、３回戦 石井・増田組（若松） ４回戦 千脇・西

山組（千葉南）を破り、決勝へ。決勝は相川・二宮（明徳）と 

 男子シングルス 

   多田：増田(千葉南)、丸（千城台）、千脇(千葉南)、西山(千葉南)を破り、決勝へ 

   永田：千脇に 1回戦で敗退。 

   萩原 ：明徳の篠崎に勝ったが、千葉南の西山に敗退。 

   増井 ：千葉南の持田には勝ったが、生浜の始関には敗退。 

   加藤 ：生浜の谷には勝ったが、千城台の森には敗退。 

   村山 ：千城台の永崎には勝ったが、千葉南の谷川には敗退。 

   大橋 ：泉の市原と、明徳の二宮には勝ったが、千葉南の谷川に敗退。 

 

女子ダブルス 

  早見・福井組・・・明徳の浮ｹ谷・小坂組を破るも、第一シードの千葉南の鎌田･長谷川組に敗

退する。 

  高師・佐藤組・・・千城台の清岡・仲田組に敗退する。 

  山貫・桑原組・・・千城台の瀬戸本・湯浅組を破るも第 4 シードの生浜の田中･石井組に敗退す

る。 

  須田・宮木組・・・1 回戦、生浜の宇賀神・水口組、2 回戦、千葉南の小林・布施組、3 回戦、生

浜の秋葉･山本組、4 回戦、若松の巽･及川組を破り、3 シードの位置をひとつ

上げるも、決勝で第一シードの千葉南の鎌田・長谷川組に敗退する。 

  石井・武野組・・・千葉明徳の深山・田中組を破ったが、生浜の秋葉・山本組に敗退する。 

  山野井・大木組・・千葉聖心の渡辺･朝倉組を破り、さらに千葉明徳の春山・松井組を破ったが、

千葉南の河内・日野組に敗退する。 

  巽・及川組・・・・２回戦、千葉南の萩原･鶴田組、3 回戦、生浜の小出・村田組、4 回戦、河内・

日野組を破り、準決勝までいったが、そこで宮木・須田組に敗退する。 

女子シングルス 

  垣内（第一シード）・・・2 回戦 千城台の並木、3 回戦、生浜の石井、4 回戦、千葉南の布施、

準決勝、生浜の田中、決勝で千葉南の鎌田を破り、優勝。 

  松波・・・1回戦、千城台の清岡を破るが、2回戦の生浜の田中に敗退。 

  須田・・・・３回戦、千城台の瀬戸本の敗退。 

  宮木・・・・3回戦、千葉南の日野を破り、4回戦で巽に敗退。 

  及川・・・・1回戦、千葉明徳の浮ｹ谷に勝つも、2回戦の生浜の仮屋薗に敗退する。 

           ３決は生浜の田中、4位は巽 

第５２回全国高等学校総合体育大会バドミントン競技県選考会 

                        6月８日（火）１１日（金）1６日（水） 

千葉公園体育館、総合運動場体育館 



 

女子ダブルス 

   須田・宮木組：柏南の斉藤・須賀組を破るも次の東海大学浦安の栗山・斉藤組に敗退。 

   松波・垣内組：4シードのところからだったが、佐倉の橋本・新組を破るも船橋東の島・ 

島田組にサーブを押さえられて敗退。 

   巽 ・及川組：茂原の角川・君塚組、柏南の渋谷・倉田組を破るも昭和の小林・長谷川 

組に敗退。 

女子シングルス 

   垣内：佐倉南の束野、柏南の倉田を破るも、望洋の小川に敗退。ベスト 16． 

 

夏季新人戦 

第２０回 高体連バドミントン専門部 第８ブロック夏季 合同練習会 

                          ８月２８日（土）２９日（日）３０日（月） 於：若松高校 

男子団体 明徳、大宮を破り、ブロック１位で千葉南と対戦し、１－２で 2位 

女子団体 聖心、泉を破り、千城台と対戦して２－０で 1位 

女子ダブルス 

   巽 ・及川組：千城台の今関・加藤組、泉の武井・関根組、若松の福井・山貫組、若松 

の早見・桑原組を破り、優勝。 

   福井・山貫組：明徳の萬崎・須藤組、千城台の浦辺・花澤組を破るも、1シードの巽・及川 

            組に敗退。3決で若松の大木・山野井組に負けて 4位。 

   早見・桑原組：千城台の清岡・並木組、千葉南の鈴木・永井組、若松の大木・山貫組を 

破るも巽・及川組に敗退、2位。 

   山野井・大木組：千城台の仲田・大矢組、生浜の秋葉・山本組、明徳の尾崎・高橋組を 

破るも早見・桑原組に敗退。3決で福井・山貫組を破り、3位。 

 

   巽 ：千葉南の炭田、泉の関根を破るも、若松の及川に敗退。3決で生浜の秋葉を破り、 

3位。 

   及川：生浜の水口、明徳の萬崎、千葉南の萩原、巽を破るも、早見に敗退、2位。 

   早見：千城台の加藤、生浜の山本、生浜の秋葉、及川を破り、優勝。 

   山野井：聖心の依田を破るも、生浜の秋葉に敗退。 

 

女子シングルス Bグループ 

   山貫：明徳の梶原を破るも、若松の石井に敗退、1シードだった。 

   石井：明徳の宮原、泉の片山、山貫、若松の武野、若松の桑原を破り、優勝。 

   武野：生浜の今宮、千葉南の黒崎、千城台の大矢、若松の大木を破るも、石井に敗退。 

   大木：明徳の引木、聖心の中嶋、生浜の古寺を破るも、武野に敗退。 

   佐藤：明徳の田中に勝つも、千葉南の鶴田に敗退。 



   福井：明徳の大俵、千城台の仲田、千葉南の鶴田に勝つも、桑原に敗退。 

   高師：明徳の八木、千葉南の沢野に勝つも、桑原に敗退。 

   桑原：明徳の加藤、泉の平田、生浜の木村、高師、福井を破るも、石井に敗退、2位。 

 

 

平成１１年度高等学校新人バドミントン大会第８ﾌﾞﾛｯｸ 予選会 

           １１月５日（金）、１３日（土）、１４日（日） 

        於：袖ヶ浦市臨海スポーツｾﾝﾀｰ、千葉大宮高校 

男子団体 ２位（泉を破り、明徳を破って） 

女子団体 優勝（生浜、南を破る。） 

男子ダブルス 

  高松・上妻組：明徳の朝岡・芳賀組を破るも、南の西山･千脇組（第１シード） 

に敗退。 

        大橋･竹下組：南の長谷川・加藤組に敗退。（第４シード位置） 

        増井･萩原組：泉の市原・小倉組、南の矢島･持田組を破るも、４シードの堀合・ 

福原（南）組に敗退。３決で長谷川･加藤に勝って３位。 

        吉永･石井組：１回戦明徳が棄権、次に堀合･福原に当たり、敗退。 

      男子シングルス 

        増井：大宮の鈴木に勝つも、生浜の山城に敗退。 

        萩原：泉の市原、明徳の篠崎に勝つも、南の堀合に敗退。 

        大橋：大宮の出口、泉の赤川、南の福原に勝つも、南の千脇に敗退。３決で堀合にかち、３位。 

        竹下：大宮の兵頭に敗退。 

 

      女子ダブルス 

        巽･及川組：南の奈良・黒崎組、千城台の加藤･浦辺組、若松の福井・山貫組、そして若松の早

見･桑原組を破って優勝。 

        早見・桑原組：２位、千城台の花澤･清岡組、生浜の秋葉･山本組、若松の山野井・大木組を破

る。 

        高師・佐藤組：明徳の尾崎･高橋組を破るも、千城台の加藤･浦辺組に敗退。 

        福井･山貫組：３位、生浜の宇賀神･後藤組、南の永井･萩原組、山野井･大木組を破る。 

        山野井･大木組：南の鈴木・鶴田組、泉の武井･関根組を、破る。 

      女子シングルス 

        巽  :１位（千城台の花澤、生浜の山本、生浜の宇賀神、及川、早見） 

        早見 :２位（千城台の大矢、南の萩原、千城台の加藤、福井） 

        及川 ：３位（明徳の宮原＝棄権、千城台の浦辺、南の永井、福井） 

        福井 ：４位（千城台の清岡、聖心の依田、生浜の秋葉） 



 

 

平成 11 年度千葉県高等学校新人バドミントン大会 

                平成 11年 11月 19日（金）、20日(土)、21日(日) 

      於：市原臨海体育館、千葉公園体育館、千葉県総合運動場体育館 

 

団体戦男子 

   松戸六実に敗退。 

団体戦女子 

   鎌ヶ谷に３－０、拓殖大学紅陵に３－０、次の西武台千葉に０－３で敗退するも 

   ベスト 8に進出。 

女子複式 

   早見･桑原組：1回戦昭和学院の小笠原･佐藤組を 2-1で破り、さらに 2回戦 

千葉西の棚橋･宮崎組を 2-1で破り、ベスト 16．西武台千葉 

の岡田･岡戸組に敗れる。 

女子単式 

   巽：千葉西の棚橋に０－２で敗退。 

  早見：中央学院の舘道に敗退。 

 

第１４回市原市高校バドミントン選手権大会 

                                市原臨海体育館 

      男子複式 

        石井・吉永組：君津の平野・三村組を破るも、南の堀合・千脇組（大１シード）に 

敗退。 

        大橋・竹下組：望洋の石井・佐野組に敗退。 

        増井・萩原組：望洋の宮本・土屋組に敗退。 

        高松・上妻組：君津の吉川・岩永組に敗退。 

      女子複式 

        山野井・大木組：鶴商の浦野・竹山組、(？)、千葉女子の三浦・廣瀬組、君津 

の三代・泉水組を破るも、望洋の中西・藤原組に敗退。結果 

的に４位。（巽・及川組に負け） 

        早見・桑原組：八幡の石川・丸山組を破るも、望洋の中西・藤原組に敗退。 

        武野・石井組：君津の小林・森谷組を破るも、千商の緒方・畠山組（第４シード） 

に敗退。  

        巽 ・及川組：京葉の石川・河村組、望洋の金井・磯貝組、千葉女子の島垣・ 

川辺組、京葉の杉山・松村組を破るも、望洋の柳・鈴木組 



（第２シード）に敗退。山野井・大木組を破り３位。 

        福井・山貫組：市原の鶴岡・玉木組に敗退。 

        高師・佐藤組：望洋の柳・鈴木組（第２シード）に敗退。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1８回 千葉市 高校生学年別バドミントン大会 4月 2日(日) 3日(月)  

於：ポートアリーナ、千葉公園体育館 

２年男子 

  竹下：稲毛の大山を破るも、渋谷幕張の田所に敗退。 

萩原：県立千葉の鈴木、千葉南の加藤、県立千葉の五味に勝つも、第１シードの敬愛学園の平

井に敗退。 

吉永：生浜の谷、市立千葉の大岸、千葉商の飯沼に勝つも、千葉北の始関に敗退。 

大橋：経大付属の菅野、千葉商の塩原、渋谷幕張の丹羽を破るも、市立千葉の根本に敗退。 

増井：稲毛の田口、泉の小倉に勝つも県立千葉の阿部に敗退。 

      ３年男子 

        上妻：市立千葉の藤田に勝つも、幕張総合の岡田（第１シード）に敗退。 

        高松：京葉工業の金野に勝つも南の西山に敗退。 

        石井：県立千葉の平岡に勝つも、市立千葉の前田に敗退。 

      ２年女子 

        佐藤：県千葉の斉藤に敗退。 

        石井：千葉女子の大橋、市立千葉の下条に勝つも、県立千葉の神尾に敗退。 

        高師：稲毛の鈴木、千城台の浦辺、若葉看護の渡邊に勝つも、敬愛学園の鈴木に敗退。 

        大木：稲毛の川島棄権のため、不戦勝。文化女子の中村に勝つも、幕張総合の奥山に敗退。 

        ３年女子 

          山野井：県千葉の小川に勝つも、千葉西の棚橋（第１シード）に敗退。 

          山貫 ：千葉北の坂本に勝つも、千葉女子の島垣に敗退。 

          早見：千葉商の畠山、文化女子の滝口に勝つも、千葉西の大矢に敗退。 

          及川：渋谷幕張の森島に勝つも、県千葉の仲野に敗退。 

          福井：生浜の古寺、磯辺の今井に勝つも、幕張総合の荒に敗退。 

          桑原：千城台の今関に勝つも、敬愛学園の宮脇に敗退。 



   

 

平成 1２年度関東高等学校バドミントン大会 第 8 ﾌﾞﾛｯｸ 予選会 

                                  4月 25日（火）市原臨海体育館 

 男子 団体 千葉南が推薦でそれ以外のリーグ戦の結果、４勝で１位。 

 女子 団体 推薦でﾌﾞﾛｯｸなし 

 

平成 1２年度関東高等学校バドミントン大会 

第 4６回関東高等学校バドミントン選手権大会千葉県予選会 

                       平成 1２年 5月４日（木）５日(金) 

                       於：千葉県総合運動場体育館、千葉公園体育館 

団体戦男子  

        1回戦・・・東京学館総合技術 

        2回戦・・・柏日体 

        3回戦・・・西武台千葉に敗退、ベスト１６ 

      団体戦女子 

        1回戦・・・市原 

        2回戦・・・国分 

        3回戦・・・市立千葉 

        ４回戦･･･西武台千葉に敗退、ベスト８ 

 

第 5３回千葉県高等学校総合体育大会バドミントン競技兼第５１回全国高等学校 

総合体育大会千葉県選考会 

  第８ﾌﾞﾛｯｸ予選会 

          平成 1２年５月 13日（土）、1４日（日） 

                      於：千葉南高校体育館 

男子複式 

   大橋・吉永組：大宮の米良･金子組を破るも、南の堀合・福原組（第１シード） 

に敗退。 

         上妻・岡村組：生浜の石川･皆川組に敗退。 

         石井･竹下組：大宮の出口・古俣組、長谷川･加藤組、生浜の山城・草野組を 

                  破るも、南の小河原・菅根組に敗退、４位。 

         増井・萩原組：生浜の渡邊･伊藤組を破るも 南の小河原・菅根組に敗退。 

      男子単式 

         高松：泉の市原に勝つも、南の西山に敗退。 

         増井：南の加藤、明徳の石原に勝つも、南の西山に敗退。 

         萩原：明徳の篠崎、千城台の福島に勝つも、南の堀合に敗退。 

         竹下：明徳の藤井に勝つも、南の堀合に敗退。 

         大橋：生浜の谷、南の菅根、南の福原に勝つも、南の千脇に敗退、３決で 

堀合に勝って３位。 

         石井：千城台の江口に勝つも、南の小河原に敗退。 



         吉永：大宮の出口に勝つも、南の千脇に敗退。 

       女子複式 

          早見・桑原組：１位、米倉・玉村（明徳）、大矢･清岡（千城台）、高橋・尾崎（明徳）、永井・萩原

（南）、福井･山貫 

          福井・山貫組：２位、宮原・梶原（明徳）、後藤･古寺（生浜）、花澤･浦辺（千城台）、山野井･大

木 

          山野井･大木組：４位、神尾・大津（千城台）、？、仲田・松野（千城台） 

          高師･佐藤組：千城台の加藤･今関組、泉の武井・関根組を破るも、南の永井・萩原組（３位）

に敗退。 

          増田･登山組：千城台の花澤・浦辺組に敗退。 

       女子シングルス 

          巽   ：南の黒崎、聖心の渡邊、生浜の山本、千城台の加藤を破り、決勝へ。決勝では若松

の桑原に敗退、２位。 

          山野井：明徳の萬崎、千城台の清岡を破るも、千城台の加藤に敗退。 

           石井：生浜の海老原、泉の武井を破るが、加藤に敗退。 

           福井：泉の平田、千城台の浦辺、南の萩原を破るも、桑原に敗退、３位。 

           大木：聖心の吉野、泉の関根を破るも、南の萩原に敗退。 

           桑原：ノーシードながら、泉の石井、聖心の依田、千城台の花澤、早見、福井を破り、決勝へ。

決勝では今まで勝ったことのない巽を破って優勝。 

           早見：生浜の水口、南の鈴木を破るが、桑原に敗退。 

 

第 5３回千葉県高等学校総合体育大会バドミントン競技兼第５１回全国高等学校 

総合体育大会千葉県選考会 

          平成 1２年６月９日（金）、1５日（木）、１６日（金） 

                      於：千葉公園体育館、市原臨海体育館 

女子団体 

   望洋に敗退。 

女子複式 

   福井・山貫組：成田北の山本・長谷部組を破るも、東海大学浦安の斉藤・池尾組に敗退。 

   巽 ・及川組：昭和の村木・岩原組、市千葉の佐藤・宍戸組を破るも、西武台の大川・ 

関根組に敗退。 

   早見・桑原組：千葉敬愛の佐久間・信田組を破るも、幕総の松本・舘島組に敗退。 

 

女子単式 

   桑原：千葉敬愛の佐久間に敗退。 

    巽 ：成田北の山本を破るも、西武台の立木に敗退。 

 



第２１回 高体連バドミントン専門部 第８ブロック 夏季合同練習会 

                                  ８月２８日（月）、２９日（火）、３０日（水） 

                                   若松高校体育館 

男子団体 生浜、大宮、千城台に勝つも千葉南に負けて２位。 

女子団体 生浜、泉、千葉南に勝ち優勝。 

 

女子ダブルス 

  大木・高師組：千城台の渡部・笠松組、明徳の高橋・尾崎組、千城台の浦辺・加藤組を破るも、石井・ 

武野組に敗退、２位。 

  佐藤・増田組：聖心の吉村・高梨組を破るも、千葉南の黒崎・奈良組に敗退。 

  荒川・登山組：千葉南の白浜・志賀組に敗退。 

  石井・武野組：千葉南の鶴田・沢野組、]生浜の宇賀神・海老原組、千城台の花澤・松野組、大木・高 

師組を破り、優勝。 

女子シングルス Aグループ 

  大木：泉の片山、聖心の吉野を破るも、千城台の加藤に敗退。 

  武野：千城台の渡部、千葉南の奈良、千城台の加藤を破るも、石井に敗退、２位。 

  高師：千城台の浦辺に勝つも、泉の関根に敗退。 

  石井：聖心の伊原、千城台の花澤、泉の関根、武野を破り、優勝。 

 

女子シングルス Bグループ 

  佐藤：生浜の斉藤、明徳の玉村を破るも、千城台の松野に敗退。 

  丸山：明徳の杉山に敗退。 

  内山：明徳の菅田に敗退。 

  増田：千葉南の本田、千城台の大津、千葉南の浜田、千城台の松野、千城台の笠松を破り、優勝。 

  登山：明徳の吉野、千葉南の阪井を破るも千城台の笠松に敗退。 

  荒川：明徳の滝口、千城台の香取を破るも千葉南の志賀に敗退。 

   

       

平成 12 年度千葉県高等学校新人バドミントン大会 第 8ブロック予選会 

                 11月 7日（金）袖ヶ浦臨海スポーツセンター 

                 11日（土）12日（日）千葉大宮高校 

男子団体 

  1位 千葉南 2位 若松 3位 生浜 

女子団体 

  1位 若松 2位 千城台 3位 千葉南 4位 泉 

男子複式 



  大橋・竹下組・・・大宮の出口・古俣組に勝つも、第１シードの南の福原・小河 

原組に敗退。 

        吉永・鈴木組・・・生浜の伊藤・本田組に勝つも泉の小倉・市原組に負け第 4 

シードを失う。 

        青山・緑川組・・・明徳の石原・野崎組に敗退。 

        増井・萩原組・・・大宮の金子・米良組に勝つも、第 3シードの南の加藤・菅根 

組に敗退。 

      男子単式 

        萩原・・・泉の市原を破るも第 1シードの小河原に敗退。 

        竹下・・・大宮の金子を破るも泉の小倉に敗退。 

        大橋・・・大宮の大山、南の加藤を破るも第 4シードの生浜の草野に負ける。 

        増井・・・南の山川、泉の秀島、南の小河原、生浜の草野を破って、優勝。 

      女子複式 

        武野・石井組・・・南の鶴田・沢野を破るも、千城台の花沢・笠松組に負けて、 

第 1シードを失う。 

        内山・丸山組・・・南の奈良・黒崎組に敗退。 

        荒川・登山組・・・明徳の米倉・野口組に勝つも、千城台の浦邊･加藤組に敗退。 

        大木・高師組・・・千城台の渡部・市川組、南の志賀・白濱組、千城台の浦邊・ 

加藤組、千城台の花沢・笠松組を破り、優勝。第 3シード 

だった。 

       女子単式 

         高師・・・南の奈良を破るも、泉の関根に敗退。 

         大木・・・泉の山田、南の志賀、千城台の加藤を破るも、武野に敗退、3決で 

関根を破って 3位。 

         武野・・・生浜の金山、千城台の花沢、南の鶴田、大木を破り、決勝へ、決勝 

では石井に敗退。 

         石井・・・千城台の渡部、生浜の海老原、千城台の浦邊、泉の関根、決勝で 

武野を破り、優勝。 

 

平成１２年度 千葉県高等学校新人バドミントン大会 

                           １１月１７日（金）１８日（土）２４日（金） 

                                             千葉公園体育館 

男子 団体 九十九里高校に３－０で勝つも東海大望洋に２－３で敗退。 

女子 団体 ４シードの位置から木更津東を３－１で降したが、薬園台に２－３で敗退。 

女子ダブルス 

    大木・高師組：県船の大井・三浦組に敗退。 



女子シングルス 

    石井：市原の玉木を破るも、六実の棚橋（４シード）に敗退。 

    武野：木更津東の加濃を破るも、西武台の岡戸（２シード）に敗退。 

    

市原大会  ２月４日、１２日に行われたが、記録なし。 

 

 

 

 

第 1９回 千葉市 高校生学年別バドミントン大会 4月３日(火) ４日(水)  

於：ポートアリーナ、千葉公園体育館 

２年女子 

  内山：千葉女子の田中に敗退。 

  増田：千葉北の山崎、市千葉の小鉢を破るも千葉西の椿に敗退。 

  登山：千葉女子の愛木を破るも、幕総の宇田川に敗退。 

  荒川：千城台の大津を破るも、幕総の舘島に敗退。 

３年女子 

  高師：市千葉の田部、若葉看護の渡辺を破るも、敬愛学園の鈴木（１シード）に敗退。 

  石井：千葉南の奈良、千葉女子の成田、千城台の加藤、稲毛の才川、敬愛学園の鈴木を破り、 

決勝へ、敬愛学園の下平に敗退して２位。 

  武野：稲毛の小林、市千葉の北村、千城台の浦辺を破るも、下平に敗退。 

  大木：千葉北の佐藤を破るも、稲毛の掛川に敗退。 

  佐藤：磯辺の大原、明徳の高橋を破るも、泉の関根に敗退。 

 

平成１３年度 関東高等学校バドミントン大会 第８ﾌﾞﾛｯｸ予選会 

                              ４月２４日（火） 市原臨海体育館 

男子団体 千葉南が推薦だが、ﾌﾞﾛｯｸ１位。 

女子団体 泉、聖心を破り、千城台とリーク１位戦となるも、１－２で２位。 

 

平成１３年度 関東高等学校バドミントン大会 千葉県予選会 

                              ５月４日（金）、５日（土） 

 千葉公園体育館、総合運動場体育館 

      男子団体  

        1回戦、敬愛大学八日市場を２－０で破るも２回戦、佐倉に１－２で敗退。 

      女子団体 



        1回戦、流山に２－０で勝ち、2回戦、東海大望洋に２－１で勝ち、3回戦、昭和 

学院に 2-1で勝ち、4回戦の中央学院に０－２で敗退、ベスト８。 

 

第 5４回千葉県高等学校総合体育大会バドミントン競技兼第５２回全国高等学校 

総合体育大会千葉県選考会 第８ﾌﾞﾛｯｸ予選会 

                           ５月１２日（土）、1３日（日） 

                              於：千葉南体育館、市原中央武道館 

女子ダブルス 

   大木・高師組：千葉南の加藤・藤原組、泉の平田・吉野組、千葉南の鶴田・沢野組、千城台の 

            浦辺・市川組を破り、決勝へ、武野・石井組に敗退、２位。（１シード） 

   増田・登山組：千葉南の鶴田・沢野組に敗退。    

吉村・永野組：聖心の伊原・吉野組に敗退。 

佐藤・荒川組：泉の片山・新山組、千葉南の志賀・白浜組を破るも、千城台の浦辺・市川組に 

         敗退。 

内山・井上組：千葉南の奈良・黒崎組に敗退。 

武野・石井組：明徳の玉村・加藤組、千葉南の奈良・黒崎組、千城台の花澤・笠松組、大木・ 

         高師組を破り、優勝。 

今福・野島組：千葉南の東海林・本田組を破るも、千城台の花澤・笠松組に敗退。 

女子シングルス 

   石井：生浜の平野、千城台の市川、千城台の加藤、若松の大木、武野を破り優勝。（１シード） 

   今福：聖心の松平、泉の山田を破るも、千城台の加藤に敗退。 

   荒川：泉の平田、千城台の浦辺、千葉南の黒崎を破るも、大木に敗退。 

   大木：千葉南の沢野、聖心の吉野、荒川を破るも石井に敗退。（４シード） 

   佐藤：千葉南の本田に勝つも、千城台の花澤に敗退。 

   高師：千城台の渡部に勝つも、泉の関根に敗退。関根は３シード。 

   武野：千葉南の白浜、泉の吉野、千城台の笠松、泉の関根を破るも石井に敗退、２位。 

 

第 5４回千葉県高等学校総合体育大会バドミントン競技兼第５２回全国高等学校 

総合体育大会千葉県選考会  

                      平成 1３年６月９日（土）、1３日（水）、１５日（金） 

                                 於：木更津市民体育館、千葉公園体育館 

      女子複式 

        大木・高師組・・・1回戦、佐倉西の中里・大友組を２－１で破り、2回戦、君津の三 

                  代・泉水組を２－０で破り、3回戦、西武台の佐藤・田口組に 

０－２で敗退。 

        石井･武野組・・・1回戦、袖ヶ浦の賀吉・山村組を２－０で破るが、2回戦、小金の 

                  伊藤･川原組に０－２で敗退。 



      男子単式 

        鈴木・・・1回戦、木更津の三股に１－２で敗退。 

      女子単式 

        武野・・・船橋の中原に０－２で敗退。 

        石井・・・柏陵の東に２－０で勝つも、東葉の坂本に０－２で敗退。 

 

第２２回 高体連バドミントン専門部 第８ブロック 夏季合同練習会 

                                  ８月２７日（月）、２８日（火）、２９日（水） 

                                   若松高校体育館 

男子団体 千城台、明徳に勝つも千葉南に負けて２位。 

女子団体 千城台、生浜、泉、聖心、千葉南に勝ち優勝。 

 

女子ダブルス 

  内山・吉村組：千葉南の丸田・石橋組に勝つも、千城台の市川・笠松組（１シード）に敗退。 

  野島・井上組：泉の新山・千脇組、千城台の神尾・堀田組を破るも、千葉南の黒崎・奈良組に敗退。 

           ３決で登山・今福組に敗退４位。 

  登山・今福組：千城台の渡部・大津組、千葉南の志賀・本田組に勝つも、若松の増田・荒川組に敗退。 

           ３決で野島・井上組に勝って３位。 

  増田・荒川組：千城台の今川・石井組、千葉南の横澤・太田組、野島・井上組を破るも、千城台の市 

川・笠松組に負けて２位。 

女子シングルス Aグループ 

  今福：千葉南の志賀、千城台の笠松（１シード）を破るも、若松の増田に敗退。荒川に勝って３位。 

  増田：千城台の神尾、生浜の篠原、今福、千城台の市川を破ぶり、優勝。 

  登山：明徳の広木に勝つも、千城台の市川に敗退。 

  荒川：千葉南の横澤、千城台の渡部に勝つも、千城台市川に敗退。３決で今福に負けて４位。 

 

女子シングルス Bグループ 

  内山：千葉南の田村を破るも、千城台の堀田に敗退。 

  丸山：千葉南の浜田に敗退。 

  永野：千城台の梅津を破るも、千葉南の太田に敗退。 

  野島：千城台の置田、千葉南の石橋、千城台の今川、千城台の堀田、若松の井上を破り、優勝。 

  松岡：千葉南の加藤を破るも、千城台の大津に敗退。 

  井上：千城台の小森、千葉南の丸田、千城台の大津、千葉南の阪井を破るも野島に敗退、２位。 

  吉村：千葉南の大槻、明徳の城を破るも、千葉南の阪井に敗退。 

       

平成 1３年度千葉県高等学校新人バドミントン大会 第 8ブロック予選会 



                 11月９日（金）袖ヶ浦臨海スポーツセンター 

                 1０日（土）1１日（日）千葉大宮高校 

男子団体 

  1位 千葉南 2位 千城台 3位 若松 

明徳と泉に勝つも、南と千城台に敗退。 

女子団体 

  1位 千城台 2位 若松 3位 千葉南 4位 生浜 Ａブロックで生浜と泉を破り、 

決勝トーナメントへ、決勝では千城台に敗れる。 

男子複式 

        鈴木・松本組・・・2回戦、泉の関野・平嶋組に勝つも、3回戦第 1シードの 

出口・小河原組（南）に敗退。 

        山口・馬場組・・・1回戦、南の小村・深山組に敗退。 

        青山・丸山組・・・1回戦、千城台の浅見・牧野組を破るも、第 3シードの南の 

                   笹生･新居組に敗退。 

      女子複式 

        松岡・吉村組・・・泉の梨華・吉田を破るも、千城台の市川・笠松組（１シード）に敗退。 

        今福・井上組・・・千城台の神尾・堀田組を破るも、千葉南の志賀・本田組に敗退。 

        登山・野島組・・・千葉南の白浜・横沢組、生浜の金山・宅野組に勝つも、若松の増田･荒川 

組に敗退、３決で志賀・本田組を破り３位。 

        増田・荒川組・・・千葉南の丸田・石橋組、千城台の渡部・大津組、登山・野島組、千城台 

の市川・笠松組を破り、優勝。第２シードだった。 

       女子単式 

         登山・・・生浜の愛、泉の吉田、野島を破るも、今福に敗退。３決で荒川を破り３位。 

         荒川・・・泉の川上、千城台の笠松、千城台の神尾を破るも、増田に敗退、3決で 

登山に破れて４位。（４シード） 

         今福・・・聖心の工藤、千葉南の白浜、千城台の大津、登山を破り、決勝へ、決勝 

では増田に敗退、２位。（３シード） 

         増田・・・千葉南の東海林、生浜の篠原、若松の荒川、決勝で今福を破り、優勝。 

               （１シード） 

      男子単式 

        青山・・・1回戦、千城台の川島を破り、2回戦、泉の関野を破るも、第 1シードの小河原に敗退。 

        松本・・・1回戦、千城台の菊次に敗退。 

        鈴木・・・2回戦、南の新居に敗退。 

        丸山・・・1回戦、泉の竹之内を破るも、第 2シードの菅根（南）に敗退。 

       

平成１３年度 千葉県高等学校新人バドミントン大会 



                           １１月１６日（金）１７日（土）２０日（火） 

                                             千葉公園体育館 

女子 団体 船橋東を降し、市川東を降したが、千葉敬愛に敗退。ベスト８． 

女子ダブルス 

    増田・荒川組：流山中央の青山・岩橋組を破るも九十九里の片野・岩戸組に敗退。 

社会体育上がりの選手にやられた。 

女子シングルス 

    今福：千葉敬愛の蔵本に敗退。 

    増田：薬園台の松本に敗退。 

 

新日本スポーツ連盟練馬区連盟 

      第 13回新進中学生・高校生バドミントン競技大会 

      2002年 1月 27日 練馬区大泉学園体育館競技場 

      女子高１年の部 

      野島・今福組・・・5回勝ち抜いて優勝 

      井上･吉村組・・・4回勝ち抜いて野島今福組に破れて第 2位 

      永野・松岡組・・・2回勝つも、松蔭高の村田・矢島組に敗れる。 

      女子高２年の部 

      登山・増田組・・・4回勝って優勝。 

      内山・丸山組・・・大泉高の加藤･田中組に勝つもつぎに敗退。 

 

平成 13 年度市原市高校生大会 第１６回 

 女子単式 

丸山：君津商業の石橋に敗退。 

今福：2回戦千葉南の大槻、3回戦君津の水田に勝ったが、4回戦千葉商 

業の猪俣に敗退。 

      吉村：2回戦千葉南の東海林に敗退。 

      野島：2回戦木更津の小原、3回戦千葉女子の伊原、4回戦市原の菅野、 

              6 回戦若松の荒川に勝ち、準決勝に進んだが、東海大望洋の影井に敗退、３決では若

松増田に敗れて 4位。 

      荒川 愛：2 回戦千葉南の田村、3 回戦木更津の石井、4 回戦千葉女子の中台、6 回戦、若松の野

島に敗退、ベスト８． 

      登山：2回戦千葉女子の神保、3回戦千葉南の丸田、4回戦木更津の三塚に勝つも、市原の野村に

敗退。 

      永野：2回戦東海大望洋の弥重に勝つも、3回戦千葉南の本田に敗退。 

      内山：2回戦君津の金井に勝つも 3回戦千葉女子の掛川に敗退。       



井上：2回戦市原の鈴木、3回戦東海大望洋の岡本に勝つも、4回戦木更津の楠本に敗退。 

松岡：2回戦千葉女子の田中に勝つも、3回戦市原の古滝に敗退。 

増田：2回戦木更津の藤本、3回戦京葉の神谷、4回戦千葉南の梅澤、5回戦木更津の楠本に勝っ

たが、6回戦の準決勝で、千葉女子の掛川に敗退。３決は野島に勝って 3位。 

   

   

 

 

 

第２０回 千葉市 高校生学年別バドミントン大会 4月２日(火) ３日(水)  

於：ポートアリーナ、千葉公園体育館 

２年女子 

  今福：敬愛学園の大野、市千葉の松井、千葉女子の伊原、若葉看護の佐藤、敬愛学園の山城に勝つ 

も、敬愛学園の仲村に敗退。ベスト４．（１シード） 

  松岡：千葉女子の鈴木を破るも千葉南の横澤に敗退。 

  井上：文化女子の阪口、市千葉の川村、千葉商業の加納を破るも、敬愛学園の仲村に敗退。 

  野島：千葉北の松本、県千葉の住友、文化女子の安東を破るも、敬愛学園の橋本に敗退。 

  永野：泉の川上、千葉南の太田、千城台の今川を破るも、市千葉の菅原に敗退。 

  吉村：磯辺の田中、敬愛学園の北田を破るも、千葉女子の掛川に敗退。 

 

３年女子 

  荒川：聖心の高梨、千葉西の下窪を破るも、幕総の舘島（１シード）に敗退。 

  丸山：千葉南の志賀に敗退。 

  増田：市千葉の秋元、渋谷幕張の村岡、千城台の笠松、千葉女子の北原を破るも、舘島に敗退。ベスト４． 

  内山：市千葉の高橋に敗退。 

  登山：聖心の渡辺を破るも、幕総の松本に敗退。  

 

  

2000年 学年主任（３） 12月虫垂炎で入院  平成 13年 

登山、荒川、内山、増田、丸山 

 

平成１４年度 関東高等学校バドミントン大会 第８ﾌﾞﾛｯｸ予選会 

                              ４月２８日（日） 千葉南高等学校体育館 

男子団体 千葉南が推薦だが、ﾌﾞﾛｯｸ１位。２位は千城台。千城台、明徳、泉を破る。 

女子団体 千城台、若松推薦でﾌﾞﾛｯｸなし、１位は千葉南、２位は生浜、３位は泉 



 

平成１４年度 関東高等学校バドミントン大会 千葉県予選会 

                              ５月４日（土）、５日（日） 

 木更津市民体育館、総合運動場体育館 

      男子団体  

        1回戦、稲毛を破り、２回戦、学館浦安を破り、敬愛学園に敗退。ベスト１６。 

      女子団体 

        1回戦、銚子西に勝つも２回戦千葉西に敗退。 

 

第 5５回千葉県高等学校総合体育大会バドミントン競技兼第５３回全国高等学校 

総合体育大会千葉県選考会 第８ﾌﾞﾛｯｸ予選会 

                      平成 1４年５月１８日（土）、1９日（日） 

                                                於：若松高校体育館 

男子複式 

      桑山･飯島組・・・泉の関野・平嶋組に敗退。 

      鈴木・青山組・・・千葉南の実籾・小村組、千葉南の吉山・山本組に勝つも、 

                 千葉南の菅根・大矢組に敗退、３決で千葉南の永戸・新居組に 

負けて 4位に終わる。 

      松本・丸山組・・・明徳の井上・石井組、千城台の川島・菊次組に勝つも、千葉南 

の小河原・笹生組に敗退。 

      加藤・内野組・・・千葉南の永戸・新居組に敗退。 

      馬場・金野組・・・千城台の前田・佐久間組を破るも千葉明徳の石原・野崎組 

に敗退。 

男子単式 

松本・・・千城台の能登に敗退。 

青山・・・明徳の高瀬、千城台の小串を破るも、千葉南の大矢に敗退。 

馬場・・・千城台の前田に敗退。 

金野・・・明徳の漆原に敗退。 

丸山・・・明徳の井上に勝つも、千葉南の新居に敗退。 

鈴木・・・生浜の佐藤に勝つも、千葉南の笹生に敗退。 

 

女子ダブルス 

   増田・登山組：千葉南の藤原・三村組、千葉南の丸田・石橋組、千葉南の村串・田村組、荒川・井上 

組、千城台の市川・大津組を破り、優勝。    

吉村・永野組：聖心の伊原・吉野組に敗退。 

丸山・常住組：生浜の金沢・佐藤組を破るも、千葉南の志賀・本田組（１シード）に敗退。 

内山・吉村組：千城台の神尾・小森組、生浜の高橋・竹山組を破るも、千葉南の志賀・本田組に敗退。 



野島・今福組：生浜の後藤・石井組、千葉南の白浜・横沢組を破るも、千城台の市川・大津組に敗退。 

荒川・井上組：聖心の工藤・雑賀組、千城台の笠松・堀田組、千葉南の東海林・阪井組を破るも、増 

田・登山組に敗退。３決で志賀・本田組に敗退４位。 

女子シングルス 

   増田：生浜の金山、千城台の笠松、若松の井上、若松の荒川、野島を破り優勝。（１シード） 

   井上：聖心の松平、千城台の今川を破るも、増田に敗退。 

   内山：生浜の愛、聖心の渡辺を破るも、千城台の渡部に敗退。 

   荒川：千葉南の阪井、生浜の高橋、千城台の渡部を破るも増田に敗退。（４シード） 

         3決で登山に負けて４位。 

   登山：千城台の堀田、生浜の宅野、千城台の大津に勝つも、野島に敗退。３決で荒川に勝ち３位。 

   松岡：千葉南の石橋に勝つも、千城台の大津に敗退。 

   野島：千城台の神尾、千葉南の志賀、千城台の市川を破るも、増田に敗退、２位。 

   今福：生浜の篠原を破るも、千城台の市川に敗退。 

 

第 5５回千葉県高等学校総合体育大会バドミントン大会 

                      平成 1４年６月５日（土）、1８日（火）、１９日（水） 

                                 於：千葉商科大学付属高等学校体育館 

木更津市民体育館 

      女子複式 

        増田・登山組・・・1回戦、松戸六実の壺井・竹田組に敗退。 

      女子単式 

        増田・・・千葉西の下窪に敗退。 

        登山・・・市立柏の秋田に敗退。 

        野島・・・茂原の柏木に敗退。 

 

第２３回 高体連バドミントン専門部 第８ブロック 夏季合同練習会 

                                  ８月２７日（火）、２８日（水）、２９日（木） 

                                                  若松高校体育館 

男子団体 千城台、明徳に勝つも千葉南に負けて２位。 

女子団体 聖心、千葉南、明徳に勝ち、さらに生浜に勝って優勝。 

 

男子複式 

   金野・内野組・・・千城台の浅見・小林組を破るも第 1シードの南の笹生・新居 

組に敗退。 

         馬場・桑山組・・・千城台の牧野･前田組に勝つも、第 4シードの南の小村・ 

小松崎組に敗退。 

         加藤・飯島組・・・千城台の菊次・小川組に敗退。 



         松本・丸山組・・・第 3シードで千城台の樋口・佐藤組を 2回戦で破るも南の 

深山・松野組に敗退。 

      男子単式 

         馬場・・・1回戦千城台の牧野を破るも第 1シードの笹生に敗退。 

         松本・・・第 4シードで明徳の漆原に敗退。 

         桑山・・・生浜の佐藤に敗退。 

         丸山・・・泉の平嶋に敗退。 

 

女子ダブルス 

  永野・近正組：聖心の伊藤・雑賀組に勝つも、千葉南の横澤・太田組（４シード）に敗退。 

  松岡・井上組：千城台の三好・置田組、千葉南の村串・大槻組、若松の吉村・常住組を破るも、今 

福・野島組に敗退、２位。 

  今福・野島組：千葉南の鈴木・横須賀組、千城台の小森・石井組、千葉南の横澤・太田組、若松の 

松岡・井上組に勝って優勝。 

  吉村・常住組：生浜の愛・石井組、聖心の木村・工藤組、千城台の今川・新井組を破るも、松岡・井 

上組に負けて、３決で横澤・太田組に負けて４位。 

 

女子シングルス Aグループ 

  今福：泉の川上、千城台の今川、若松の井上、若松の野島を破って優勝。（３シード） 

  野島：千城台の小森、泉の千脇、若松の松岡を破ぶるも、今福に負けて２位。（１シード） 

  松岡：千葉南の村串、生浜の竹山に勝つも、野島に敗退。３決で井上に負けて４位。 

  井上：千葉南の横澤、生浜の高橋に勝つも、今福に敗退。３決で松岡を破って３位。（２シード） 

 

女子シングルス Bグループ 

  近正：千城台の石井を破るも、千葉南の岩崎に敗退。 

  永野：千城台の石川、聖心の赤川、千城台の大瀬を破るも、生浜の宅野に敗退。 

  常住：千葉南の森山、千城台の置田、千葉南の田村、千葉南の岩崎を破るも吉村に敗退、２位。 

  吉村：生浜の佐藤、千葉南の横須賀、生浜の愛、生浜の宅野、常住を破り優勝。 

  木下：生浜の愛に破れる。 

       

平成 1４年度千葉県高等学校新人バドミントン大会 第 8ブロック予選会 

                         11月４日（月） 袖ヶ浦臨海スポーツセンター 

                                  ９日（土）1０日（日） 泉高校 

男子団体 

  1位 千葉南 2位 明徳 3位 千城台 ４位 若松 

女子団体 



   トーナメントで１シード若松が、千葉南、生浜を破って優勝。  

      女子複式 

        今福・野島組：泉の田代・千脇組、千葉南の村串・大槻組、若松の吉村・常住組、千葉南の 

横澤・太田組を破り、優勝。 

        吉村・常住組：千城台の四関・石井組、千葉南の岩崎・田村組、千城台の置田・新井組を破 

るも今福・野島組に敗退。３決では松岡・井上組に負けて４位。 

        永野・近正組：生浜の竹山・斉藤組に敗退。 

        松岡・井上組：千城台の平山・塙組、生浜の篠原・高橋組、千城台の大瀬・千葉組を破るも 

                 千葉南の横澤・太田組に敗退。３決で吉村・常住組を破って３位。 

      女子単式 

        今福：千城台の小森、千葉南の横澤、生浜の高橋、若松の松岡を破るも、野島に敗退２位。 

        松岡：明徳の城、千城台の今川、千葉南の村串を破るも、今福に敗退。３決で井上を破り３位。 

        井上：生浜の斉藤、泉の千脇、千葉南の田村を破るも野島に敗退。３決で松岡に負けて４位。 

        野島：千葉南の横須賀、生浜の宅野、千葉南の太田、井上、今福を破り、優勝。  

 

平成 1４年度千葉県高等学校新人バドミントン大会  

                         11月１５日（金） 千葉公園体育館 

                            １６日（土）  千葉公園体育館 

1７日（日）  総合運動場体育館 

女子団体 

   流山中央、敬愛学園を破りベスト８、次の昭和学院に敗退。 

 

女子複式 

    野島・今福組：船橋東の佐々木・中原組を破るも、西武台の赤津・森川組に敗退。 

女子単式 

    今福：西武台の小山に敗退。 

    野島：袖ヶ浦の鈴木を破るが、敬愛の蔵本に敗退。 

千葉県 総合選手権 シングルス 平成 15年 1月 13日 

         野島・・・千葉大学の坂井を破るも、バトルドアーズの海上に敗退。 

 

松戸市バドミントン冬季大会（高校生ダブルスの部）於：松戸市運動公園体育館 

      2003年 2月 11日（火） 

      女子 1部予選リーグＣ 今福･野島組 

（市松 箕輪･谷組、鎌ヶ谷 山崎･本名組）突破 

               リーグＧ 木下･常住組 

           （聖徳 田中･林組 市柏 山形･吉田組） ？ 



               リーグＩ 井上・松岡組 

           （県松 中山･新城組 専松 佐野・村田組） 突破 

      決勝トーナメント 

       井上･松岡組は東葛の常光･田中組に勝つも、六実の内藤･斉藤組に敗退。 

       今福・野島組は松国の中村･杉田組に勝つも、六実の坪井・竹田組に敗退。 

  

 

 

第１７回 市原市高校バドミントン選手権大会 

                                           ２月１日（土）、２日（日） 

                                               市原臨海体育館 

  資料不備のために簡略記載 

女子単式 

  今福：４回戦で敗退。千葉女子の掛川に負ける。 

  近正：記録なし 

  松岡：記録なし 

  木下：記録なし 

  常住：市原の松嶋を破るが、木更津東の有吉に敗退。 

  井上：記録なし 

  吉村：記録なし 

  野島：ベスト４まで進出するも望洋の小倉に敗退。 

 

女子複式 

  永野・近正組：記録なし 

  野島・今福組：ベスト４まで進出するが、望洋の小倉・加藤組に敗退。 

  吉村・常住組：記録なし 

  井上・松岡組：記録なし 

 

 

 

第２１回 千葉市 高校生学年別バドミントン大会 4月２日(水) ３日(木)  

於：ポートアリーナ、千葉公園体育館 

２年女子 

  近正：千葉女子の松原に敗退。 

  木下：文化女子の石井に敗退。 



  常住：千城台の岸田、千葉女子の宮本、千葉北の坪井、生浜の高橋、稲毛の今川を破るも、幕総の 

内田に敗退ベスト４。  

３年女子 

  永野：市千葉の松井に敗退。 

  松岡：市千葉の川名に敗退。 

  野島：千葉女子の及部、生浜の石井、敬愛学園の箕輪を破るも、千葉西の寺田に敗退。 

  吉村：渋谷幕張の辻本に勝つも、敬愛学園の松原に敗退。   

今福：千葉女子の宮島、市千葉の渋川、県立千葉の中村に勝つも、稲毛の川野に敗退。 

井上：千葉西の藤田、千葉女子の中台に勝つも、敬愛学園の橋本に敗退。  

 

2年男子 

        桑山・・・渋谷幕張の田嶋に勝つも、南の松野に敗退。 

        加藤 ・・・敬愛学園の田中に勝つも、渋谷幕張の黒川に敗退。 

        金野・・・明徳の栗原に勝つも、南の鈴木に敗退。 

  

3年男子 

        丸山・・・市立千葉の島崎を破り？  

 

     

平成１５年度 関東高等学校バドミントン大会 第 8ブロック予選会 4月 2９日（火） 

                              於：袖ヶ浦臨海スポーツセンター体育館 

      男子団体（南は推薦）  １位 千城台 ２位 生浜 ３位 若松 

      女子団体（推薦は若松） １位 千葉南 ２位 千城台 ３位 生浜 

 

平成１５年度 関東高等学校バドミントン大会 千葉県予選会  

                         ５月２日（金）、３日（土） 

                              於：千葉公園体育館、総合運動場体育館 

女子団体 

８シードの位置から、１回戦、東京学館浦安、２回戦、市立船橋、３回戦、聖徳大学附属を破り、 

ベスト８次の４シードの昭和を破った敬愛学園に敗退する。 

 

第 5６回、第 5４回 総合体育大会         第 8ブロック予選会 

                    ５月３１日（土）、６月３日（火） 

                                         市原臨海体育館 

       

女子複式 



  野島・今福組・・・千葉南の田中・真田組、千城台の小森・千葉組、千葉南の鈴木・横須賀組、 

             若松の松岡・常住組、若松の井上・吉村組を破り、優勝。 

  近正・木下組・・・千城台の平山・塙組、泉の川上・吉田組を破るも、千葉南の鈴木・横須賀組 

            に敗退。 

  松岡・常住組・・・千城台の四関・石井組、千葉南の田村・村串組、千城台の三好・今川組を 

破るも、野島・今福組に破れて３決へ、３決では千葉南の太田・横澤組を破 

って３位。 

        井上・吉村組・・・千葉南の渡辺・小関組、泉の田代・千脇組、千葉南の久保・森山組、千葉 

南の横澤・太田組を破るも、野島・今福組に破れて、２位。 

        永野・中井組・・・明徳の今井・佐藤組を破るも、千葉南の大槻・岩崎組に敗退。 

        柏野・岩村組・・・生浜の竹山・高橋組に敗退。 

        中山・太刀岡組・・・千葉南の久保・森山組に敗退。 

        町田・藤田組・・・千城台の石井・大瀬組に敗退。 

       

女子単式 

  野島：千葉南の大槻、千城台の新井、千葉南の田村、若松の井上を破るも、今福に敗退２位。 

  町田：千城台の小森に勝つも、千葉南の田村に敗退。 

  常住：泉の堀内、千城台の三好、生浜の高橋に勝つも、井上に敗退。 

  井上：明徳の内田、千葉南の横須賀、若松の常住に勝つも、野島に敗退。３決で松岡に負け 

て４位。 

        松岡：生浜の後藤、明徳の淺川、若松の吉村を破るも、今福に敗退。３決で井上に勝って３位。 

        吉村：千城台の置田、聖心の木村、千葉南の大田に勝つも、松岡に敗退。 

        永野：泉の田代に敗退。 

        今福：千葉南の鈴木、千城台の今川、千葉南の村串、松岡、野島を破り、優勝。 

  

第５６回 千葉県 高等学校総合体育大会バドミントン大会 

                                    ６月１４日（土）、１７日（火）、２０日（金） 

                                    野田市総合公園体育館 

                                    木更津市民体育館 

女子団体 

      敬愛学園に敗退す。 

女子複式 

   松岡・常住組：袖ヶ浦の住澤・佐久間組に敗退。 

   井上・吉村組：記録なし 

   野島・今福組：市船橋の菊池・小沢組を破るも西武台の松本・皆川組に敗退。 

女子単式 



   野島： 

   松岡： 

   今福： 

 

第 2４回 第 8ブロック 夏季合同練習会 8月 27、２８、２９日 若松高校体育館 

男子団体 1位 千葉南 2位 若松 3位 生浜 4位 千城台 

女子団体 1位 若松  2位 千葉南 3位 生浜 

      女子複式 

         太刀岡・町田組・・・千葉南の田中・柏女組、千城台の大瀬・千葉組を破るも、南の横須賀・ 

鈴木組に敗退。 

         岩村・藤田組・・・聖心の吉橋・伊藤組に敗退。 

         常住・中井組・・・明徳の内田・石井組、南の井坂・小関組、生浜の竹山・高橋 

組を破り、決勝に進んだ、そこで千葉南の横須賀・鈴木組を破り優勝。 

      女子単式 

         常住・・・千葉南の小関、生浜の高橋、千葉南の横須賀、千葉南の鈴木を破り、優勝。 

         町田・・・明徳の内田を破るも、千葉南の横須賀に敗退。 

         太刀岡・・・生浜の竹山を破るも、千葉南に久保に敗退。 

         藤田・・・棄権 

 

    女子Ｂグループ 

         中井・・・生浜の平田、明徳の佐藤、千城台の四関を破りベスト４へ、、千葉南の柏女との 

試合は？ 

         近正・・・千葉南の真田、明徳の半藤、千城台の平山を破るも、明徳の河野に敗退。 

岩村・・・千葉南の高橋、明徳の今井、明徳の野口を破り、次の千葉南の渡辺との試合は（？） 

          

 平成 1５年度高等学校新人バドミントン大会 第 8ブロック 予選会 

                              11月６日(木) 市原中央武道館 

                                 ８日（土）泉高校   ９日（日）大宮高校 

 

      男子団体 １位 千葉南 ２位 若松 

      女子団体 １位 若松   ２位 千葉南 

      男子複式 

         岡田士・柴組・・・泉の藤田・小石川組に敗退。 

         川村･及川組・・・千城台の小島･佐藤組に敗退。 

         金野・大森組・・・明徳の江澤・中村組に勝つも、千葉南の斉藤・渡辺組に敗退。 

         千脇・戸村組・・・千葉南の住友・田中組に敗退。 



         加藤・桑山組・・・不明 

         安田・岡田組・・・明徳の安藤・谷口組、生浜の佐藤・網谷組に勝つも、千葉南の鈴木・松野 

組に敗退。 

      女子複式 

         近正・岩村組・・・聖心の佐々木・伊藤組に勝つも、千城台の大瀬・千葉組に敗退。 

         常住・中井組・・・生浜の阿部・阿部組、千城台の塙・平山組、千葉南の柏女･ 

真田組、千葉南の横須賀・久保組を破り、決勝まで進んだが、生浜の竹山・ 

高橋組に勝って優勝。 

         太刀岡・町田組・・・聖心の吉田・谷口組、生浜の長谷川・吉沢組を破るも、千葉南の 

井内・小関組に敗れる。 

      男子単式 

         大森：棄権 

         安田：生浜の工藤、泉の藤田、千葉南の吉山（１シード）、千葉南の古関を破るも千葉南の 

鈴木に敗退して２位。 

         岡田：千葉南の古関に敗退。 

         加藤：生浜の佐藤に敗退。 

         金野：明徳の花澤に敗退。 

         桑山：泉の大橋に勝つも、千葉南の山本に敗退。 

 

      女子単式 

         常住・・・千葉南の田中、聖心の佐々木、生浜の高橋、若松の町田、千葉南の横須賀を破り、 

優勝。 

         岩村・・・泉の濱口に勝つも、千葉南の渡辺に敗退。 

         藤田・・・棄権 

         町田・・・千葉南の井内、千城台の古市、生浜の金沢に勝つも、常住に敗退。３決で太刀岡 

に負けて４位。 

         中井・・・千城台の大瀬に敗退。 

         太刀岡・・聖心の吉橋、千城台の千葉、生浜の竹山に勝つも、千葉南の横須賀に敗退。３ 

決で町田に勝ち３位。 

 

平成１５年度千葉県高等学校新人バドミントン大会 

                           １１月１４日（金）１５日（土）１６日（日） 

                           総合スポーツセンター 

                           市原臨海体育館 

 女子 

   １回戦 薬園台に敗退。 



 男子 

   １回戦 県立船橋を２－０で破るも、２回戦 敬愛学園に０－２で敗退。 

 女子ダブルス 

   常住・中井組：昭和学院の永井・三枝組を破ったが、船橋東の前谷・宮明組 

に敗退。 

       女子シングルス 

         常住：柏南の山口を破るも、千葉敬愛の星に敗退。 

 

第１８回市原市高校バドミントン選手権大会    於：市原臨海体育館 

       男子ダブルス 

        安田・金野組：木更津の藤田・坂井組を破るも、望洋の斉藤・影井組に敗退。 

        柴・千脇組：姉崎の相馬・針間組に敗退。 

        岡田(兄)・大森組：望洋の佐藤・石井組に敗退。 

        桑山・加藤組：君津の鈴木・木嶋組を破るも、千葉南の渡辺・山田組に敗退。 

       男子シングルス 

        岡田(兄)：千葉南の田中に敗退。 

        加藤：望洋の斉藤を破るも、木更津の藤田の敗退。 

        岡田(弟)：木更津の今関を破るも、千葉南の鈴木に敗退。 

        安田：市原八幡の泉水を破るも、市原の菅野の敗退。（安田は４シード） 

        金野：望洋の葛西、市原の桐谷を破るも、千葉南の山本に敗退。 

        大森：望洋の山川を破るも、八幡の畠山に敗退。 

        桑山：市原中央の長内、姉崎の篠崎を破るも、京葉の時田に敗退。 

        及川：君津の斉藤に敗退。 

       女子ダブルス 

        太刀岡・町田組：千葉南の小関・井内組を破るも、望洋の加藤・小倉組に敗退。 

        野島・今福組：市原緑の有吉・高橋組、木更津の剣持・久保組を破るも、望洋 

の白井・内田組に敗退。 

        常住・中井組：市原中央の北島・熊谷組、八幡の末永・伊藤組、望洋の根本・ 

伊坂組、木更津東の塩野・戸部田組を破るも、望洋の森・渡辺 

組に敗退。ベスト４ 

        藤田・岩村組：木更津東の田中・小野寺組を破るも、姉崎の田中・伊井組に 

敗退。 

女子シングルス 

 町田：市原の田畑、千葉女子の椎名を破るも、望洋の加藤に敗退。 

 近正：八幡の西賀、南の柏女を破るが、望洋の白井に敗退。 

 藤田：商業の吉浦の勝つも、望洋の森に敗退。 



 常住：（４シード）：木更津東の大野を破るも、望洋の根本に敗退。 

 野島：千葉女子の中澤を破るも、望洋の渡辺に敗退。 

 岩村：八幡の末永、南の田中を破るも、君津の嶋野に敗退。 

 太刀岡：京葉の伊田を破り、（？） 

 中井：市原の大木を破るも、商業の三浦の敗退。 

 

       

 

 

第２２回 千葉市 高校生 学年別バドミントン大会 

                                 ４月１日（木）、２日（金） 

                               千葉市 ポートアリーナ、千葉公園体育館  

      2年女子 

        藤田・・・磯辺の泉水を破るも、千葉女子の掛川に負ける。 

        岩村・・・生浜の長谷川を破るも、千葉西の大熊に敗退。 

        町田・・・市千葉の小松、千葉西の曽我部、稲毛の山田を破るも、渋谷幕張の押尾に敗退。 

              （４シード位置から） 

        太刀岡・・磯辺の杉原、市千葉の宮崎、渋谷幕張の戸田、千葉西の佐藤を破るも、千葉西の 

宮野に敗退。（３シード位置から） 

        中井・・・渋谷幕張の島添、泉の佐藤を破るも、稲毛の吉村に敗退。 

 

      3年女子   

        常住・・・千葉女子の羽入田、千葉商業の三浦、千葉南の久保を破るも幕総の松本に敗退。 

              （４シード位置から） 

 

        近正・・・１回戦不戦勝で２回戦、幕総の田中に敗退。 

      

  2年男子 

        安田：2回戦稲毛の鎌形、3回戦県千葉の小野、4回戦千葉南の住友、 

5回戦敬愛学園の西、準決勝戦の千葉南の緑川を破り、決勝で千 

葉南の古関を破り、優勝。 

        千脇：稲毛の岡田に敗退 

        大森：市立千葉の山本に勝つも京葉工業の細井に敗退。 

        及川：1回戦敬愛学園の木村に勝つも、2回戦稲毛の菊池に敗退。 

        柴 ：棄権 



        岡田弟：1回戦千葉商業の大野に敗退。 

        岡田兄：1回戦千葉南の清宮に敗退。 

      3年男子 

        桑山：2回戦千葉南の斉藤に敗退。 

        金野：2回戦磯辺の服部に勝つも、3回戦渋谷幕張の間部に敗退。 

        加藤：2回戦磯辺の山本に勝つも、3回戦稲毛の亀田に敗退。  

       

 

 

 

平成 1６年度関東高等学校バドミントン大会 第８ﾌﾞﾛｯｸ 予選会 

                              ４月１８日(日) 於：袖ヶ浦臨海スポーツセンター体育館 

      男子団体 

        千葉南推薦のため、若松、明徳、千城台、生浜のリーグ戦で、１位 生浜、２位 若松  

３位 千城台 

      女子団体 

        千城台、明徳を破り、Ａﾌﾞﾛｯｸ１位で、千葉南と対戦、２－０で１位 

 

平成 1６年度関東高等学校バドミントン大会千葉県予選会 

    5月 2日(金)3日(土) 於：男子・・・天台 女子 千葉公園 

女子団体 

  白井を破るも、２回戦幕張総合に敗退。 

 

 

第 5７回千葉県高等学校総合体育大会バドミントン競技兼第５５回全国高等学校 

総合体育大会千葉県選考会 第８ﾌﾞﾛｯｸ予選会 

                      平成 1６年５月１５日（土）、1６日（日） 

                                                於：千葉南高校体育館 

女子複式 

  常住・中井組：明徳の石井・河野組、千葉南の渡辺・田中組、生浜の小村・高橋組、千葉南の小関・井内 

           組、千葉南の横須賀・久保組を破り、優勝。 

  藤田・野崎組：明徳の本松・野口組を破るも、千葉南の小関・井内組（４シード）に敗退。 

  近正・岩村組：聖心の吉田・谷口組、千葉南の柏女・高橋組を破るも、千葉南の横須賀・久保組（３シー 

ド）に敗退。 

  太刀岡・町田組：明徳の大倉野・澤田組、千葉南の内藤・青西組、生浜の高橋・竹山組を破るも、千葉 

南の横須賀・久保組に敗退。３決で千葉南の小関・井内組に負けて４位。 

 



女子単式 

  常住：千葉南の渡辺、千城台の千葉、千葉南の久保、生浜の高橋、千葉南の横須賀を破り、優勝。 

  岩村：泉の河原を破るも、千葉南の久保に敗退。 

  藤田：千葉南の井内に敗退。 

  町田：生浜の高橋、千葉南の内藤に勝つも、生浜の高橋に敗退。（４シード位置から） 

  太刀岡：千城台の塙、千葉南の小関、生浜の小村を破るも、千葉南の横須賀に敗退。３決で生浜の 

高橋に勝って３位。（３シード維持）  

  中井：千葉南の田中、明徳の野口、千城台の大瀬を破るも、千葉南の横須賀に敗退。 

  近正：明徳の佐藤、千城台の石川を破るも、千葉南の横須賀に敗退。 

 

第 5７回千葉県高等学校総合体育大会バドミントン競技兼第５５回全国高等学校 

総合体育大会千葉県選考会  

                      平成 1６年６月１２日（土）、1３日（日）、１８日（火） 

                                       於：野田市総合公園体育館 

女子ダブルス 

常住・中井組・・・敬愛大八日市場の住古・永嶋組を破るも、西武台の北林・鈴木組に敗退。 

太刀岡・町田組・・西武台の小山・森川組に敗退。 

女子シングルス 

    常住：望洋の内田に敗退。 

    太刀岡：望洋の森に敗退。 

 

平成 16 年度 第 25回 第 8 ﾌﾞﾛｯｸ 夏季合同練習会 

                  平成 16年 8月 27日（金）、28日(土)、29日(日) 於：若松高校体育館 

 

男子団体 リーグ戦で千城台と明徳に勝ち、第 3位。１位は千葉南。 

女子団体 リーグ戦で千葉南、生浜、千城台、明徳、泉に勝ち、第 1位 

 

男子複式 

 岡田(兄)・末武組・・・泉の小石川・豊田組に勝ち、さらに千葉南の住友・緑川組に勝ったが、千葉南の 

斉藤・清宮組に負けてベスト４。 

及川・大西組・・・生浜の中村･當間組に敗退。 

岡田（弟）・大森組・・・千城台の北畠・工藤組棄権の為、不戦勝次の千葉南の小関・田中組に敗退。 

安田・佐藤組・・・生浜の西賀・小林組を降し、千葉南の小橋・加濃組を破ったが、千葉南の古関・田中 

組に敗退、ベスト４。 

 

女子複式 

 荘司・野崎組・・・生浜の大竹･堀内組を破るも、南の小関・井内組に敗退。 



 中井・岩村組・・・明徳の澤田・春田組、生浜の伊藤・平山組、南の小関･井内組を破り決勝へ、決勝で 

は若松の太刀岡・町田組に敗退、2位。 

 藤田・松戸組・・・明徳の河野・石井組を破ったが、生浜の小村・高橋組に敗退。 

 太刀岡･町田組・・・生浜の吉沢・長谷川組、南の渡辺・内藤組、生浜の小村・高橋組、そして中井・岩村 

組を破り優勝。 

 

男子単式 

 安田・・・千城台の田子、千葉南の緑川、南の古関に負けてベスト４．３決で千葉南の田中に負けて４位。 

 佐藤・・・泉の小石川、生浜の中村に勝つも、千葉南の古関に負けてベスト８． 

 岡田(兄)・・・生浜の當間に敗退。 

 末武・・・生浜の網谷に敗退。 

 

女子単式 

 中井・・・明徳の河野、千葉南の井内、太刀岡、岩村を破り優勝。 

 太刀岡・・・千葉南の田中、生浜の伊藤に勝つも、中井に負けて３決へ、町田（棄権）に勝って第 3位 

 岩村・・・明徳の石井、南の渡辺、町田に勝って第 2位。 

 町田・・・生浜の平井、南の小関に勝って岩村に負け、太刀岡に負けて 4位。 

 

男子 2部 

 及川がベスト 8 

女子 2部 

 藤田が優勝、野崎が 3位、松戸が 4位。 

 

 

千葉県高校生バドミントン交流大会 

女子単式Ａブロック 

  町田・・・千葉北の吉野、次まで勝ち上がり？ 

  近正・・・棄権 

  藤田・・・文化女子の小林、次まで破り、？ 

  太刀岡・・・2回戦まで勝ちあがり、？ 

  岩村・・・習志野の市来、次まで勝ち上がり、？ 

  中井・・・県千葉の加藤、次まで勝ちあがり、？ 

 

平成１６年度第３回千葉県高校生交流大会個人対抗男子シングルス 

   ２００４・８・１９・２０ 於：幕張総合高校体育館 

渡辺：千葉西の嶋崎に敗退。 



佐藤：京葉工業の大塚、県立千葉の桶原に勝つも、市立船橋の三浦に敗退。 

岡田弟：１回戦相手棄権のため不戦勝、次に船橋東の高沢を破るも、県立柏の盛に敗退。 

小島：白井の船戸に敗退。 

鶴田:京葉工業の奥に敗退。 

末武：九十九里の濱田、磯辺の奥村、県立千葉の橋本を破るも、京葉工業の竹本に敗退。 

野口：昭和秀英の戸井田に敗退。 

大西：白井の石井を破るも船橋東の増渕に敗退。 

 

平成１６年度第３回千葉県高校生交流大会個人対抗女子シングルス 

   ２００４・８・１９・２０ 於：幕張総合高校体育館 

野崎：千葉商業の益田、中央学院の野地を破るも、磯辺の山崎に敗退。 

荘司：松戸秋山の菊池、市立千葉の山田を破るも、九十九里の川越に敗退。 

松戸：県立柏の小中を破るも、松戸馬橋の佐藤に敗退。 

 

平成１６年度 千葉県高等学校 新人バドミントン大会 第８ブロック予選会 

                         １１月３日（水）、６日（土）、７日（日） 

                              於：泉高校、大宮高校 

男子団体 

    生浜に破れ、３決で千城台を破り３位。 

女子団体 

    生浜、千葉南を破って、優勝。 

男子ダブルス 

  及川・鶴田組：千葉明徳の桐野・藤代組に勝つも第 1シードの南の古関・田中組に敗退。 

  渡辺・小島組：南の緑川・小橋組に敗退。 

  岡田（兄）・末武組：2回戦を勝ち上がるも、南の緑川・小橋組に敗退。 

  安田・佐藤組：2回戦南の加濃・結城組に敗退。 

  岡田（弟）・大森組：千葉明徳の西方・植草組に敗退。 

 

男子シングルス 

  及川：千城台の田子を破るも、生浜の原田に敗退。 

  佐藤：泉の森に勝つも、南の田中に敗退。 

  末武：千城台の福島に勝つも、生浜の網谷に敗退。 

  岡田（兄）：千葉明徳の中村、さらに次も破ったが、南の古関に敗退、ベスト８。 

安田：千葉明徳の藤代、生浜の中村、南の緑川を破って準決勝、南の住友に敗退。3位 

決定戦で南の田中を破り 3位。 

 



女子ダブルス 

  松戸・荘司組：生浜の堀内・大竹組、千城台の池田・守山組に勝つも、南の高橋・青西組に敗退。 

  岩村・藤田組：生浜の吉沢・長谷川組、明徳の金井･佐藤組に勝ち、準決勝で南の井内･渡辺組に敗退。3

位決定戦では南の高橋･青西組を破り 3位。 

  中井・太刀岡組：南の小関･内藤組、準決勝では南の高橋･青西組を破り、決勝では南 

の井内･渡辺組を破って優勝。 

女子シングルス 

  中井：3位決定戦で若松の岩村を破り、3位。 

  藤田：南の小関に負けてベスト８。 

  岩村：３位決定戦で中井に負けて４位。 

  太刀岡：２回戦南の青西、３回戦生浜の高橋、４回戦千城台の池田を破り準決勝では 

若松の岩村を破り決勝へ、決勝では南の小関に敗退して２位。 

 

平成１６年度 千葉県高等学校 新人バドミントン大会  

                         １１月１２日（金）、１９日（金）、２０日（土） 

                                                於：総合運動場体育館 

女子団体 

   市立銚子に勝つも、松戸国際に敗退。 

女子ダブルス 

   中井・太刀岡組：敬愛の薄田・北村組に敗退。 

女子シングルス  

   太刀岡：薬園台の羽土に敗退。 

 

第１９回 市原市 高校バドミントン選手権大会 

女子複式 

 中井・太刀岡組：君津の矢羽田・篠田組、千葉南の田中・柏女組、千葉商業の藤崎・橋本組、望洋の 

矢部・渡邊組、千葉商業の吉浦・森塚組を破り、優勝。 

 荘司・野崎組：（？）緒戦は市原八幡の小野・熊谷組。 

藤田・岩村組：望洋の安・嶌田組を破るも、木更津東の小野寺・高橋組（３シード）に敗退。 

  

 

 

 

第 2３回千葉市高校生学年別大会 平成 16 年 4月３日、４日 

                               於：千葉市ポートアリーナ 千葉公園体育 



 ２年女子 

   松戸：市千葉の紅谷、千葉北の渡辺を破るも、幕総の土屋に敗退。 

   荘司：千葉女子の後藤に勝つも、敬愛学園の吉野に敗退。 

   野崎：千葉女子の畑田に勝つも、生浜の高橋に敗退。 

 ３年女子 

   藤田：千葉女子の白井、磯辺の高橋、市千葉の澤村に勝つも、敬愛学園の福田（１シード）に敗退。 

   中井：磯辺の葛野、文化女子の荒尾、千葉西の宮野（４シード）、敬愛学園の山本、幕総の森戸を破るも 

       １シードの福田に敗退、３位。 

   太刀岡：磯辺の鈴木、県千葉の市村、稲毛の山田、敬愛学園の大槻を破るも、幕総の江川（２シード） 

に敗退、３位。 

   岩村：稲毛の土屋、千葉南の井内に勝つも、商業の橋本に敗退。 

  

  


