
2005 年から 3 年間は千葉市立稲毛高等学校勤務となる。（平成１８年） 

部活では、1 年目に M 先生と一緒になったが、その後は男女を指導した。打てば響く環境

で、自分の思うような指導ができたと、今では考えている。生徒もそれについてきていた。 

M 先生の敷いたレールの上に自分の新たなレールを敷いた、それで生徒はレールの上で自

分自身の表現をしてくれたと小生は思っている。 

練習メニューは、基本的には与えたが、細かいところは自分たちでその本数、セット数を

決めていた。自分たちに課する量を考えられるということは、いいことである。 

 

名簿 

 男子 一言が書いてありましたのでそのまま 

  鎌形 副部長 兼 席替え係 

  岩清水 マラソン速い 

  山本 会計（ブリッ子） 

  小川 シャトル係すごい 

  小幡 留学してました 

  岡田 最近髪切りました ハゲ 

  大庭 会計（ブリッ子）のペア（一応） 

  麻生 部長赤点 ミソラーメン 

  加藤 メガネ 

  菊地 ｆａｒｍｅｒ 

 

 女子 名前だけです、 

  松村、上田、音村、吉村、杉野、城竹、山田、鈴木、土屋、大川、明里、笠神、平田 

 

 

平成 17 年度関東高等学校バドミントン大会 千葉県予選会 

                  平成 17 年 4 月 30 日（土）・5 月 1 日（日） 

インターハイの野田開催をにらんで、会場は、野田市総合公園体育館と野田市関宿総合公

園体育館となる。宿泊での試合となる。 

 

男子団体（麻生・小幡・鎌形・岡田・菊地・小川・山本） 

 1 回戦 流通経済大学付属柏  ２－０ 

 2 回戦 小金         ２－０ 

 3 回戦 千葉南        １－２ 敗退 ベスト 16 

 

女子団体（山田・吉村・上田・鈴木・音村・杉野・明里） 



 1 回戦 東海大学付属望洋（第 4 シード）２－１ 

 2 回戦 千葉南            １－２ 敗退 

 

男女とも千葉南に敗退する。 

 

 

平成 17 年度 千葉県高等学校総合体育大会バドミントン競技 

 第 7 ブロック予選会 

                   5 月 14 日（土） 

                    男子 市立稲毛高校体育館 

                    女子 市立千葉高校体育館 

                   5 月 15 日（日） 

                    男子 市立稲毛高校体育館 

                    女子 千葉女子高校体育館 

 

男子ダブルス    記録のあるもの 

 1 位 麻生・菊地組 

 2 位 小幡・鎌形組 

 

加藤・石清水組と第 4 シードの小川・岡田組の記録は不明。 

 

男子シングルス  記録不明 

 

女子ダブルス 

 鈴木・明里組 磯辺の葛野・鈴木組に２－０で勝つも、第 1 シードの幕総の江川・渡辺

組に敗退。 

 松村・城竹組 市千葉の山田・本郷組に０－２で敗退。 

 音村・杉野組 千葉西の菅野・指田組を２－０で破るも、市千葉の志田・澤村組に０－

２で敗退。 

 山田・吉村組 市千葉の小野・小川組を２－０で破り、さらに幕総の白濱・寺嶋組を２

－０で降し、次の第 4 シードの千葉女子の掛川・黒田組を２－１で破っ

てベスト４、幕総の江川・渡辺組には０－２で敗退したが、３決で幕総

の森戸・土谷組と対戦して、０－２で４位。 

 

女子シングルス 

 山田･･･昭和秀英の西村に２－０で勝つも、市千葉の志田に０－２で敗退。 



 明里･･･渋幕の戸田に２－１で勝つも、千葉西の宮野に０－２で敗退。 

 鈴木･･･千葉西の入江に２－０で勝つも、第 3 シードの千葉女子の室殿に０－２で敗退。 

 吉村･･･検見川の内海に２－０で勝つも、第 2 シードの千葉西の大熊に１－２で敗退。 

 

 

２００６年 8 月 平成 17 年度第 4 回千葉県高校生交流大会個人対抗 

記録のあるものだけ 

男子シングルス 

 佐藤･･･市千葉の石嵜に敗退。 

 中村･･･船橋旭の小名に勝つも、県千葉の伊藤に敗退。 

女子シングルス 

 大川･･･千葉商業の伊藤に敗退。 

 小阿見･･･四街道の霞に敗退。 

 平田･･･千葉英和の平野に敗退。 

 神作･･･千葉商業の飯田に敗退。 

 吉田･･･千葉商業の宮田に敗退。 

 笠神･･･千葉経済大附の國武に勝つも、第 2 シードの千葉商業の梅原に敗退。 

 小畑･･･1 回戦、千葉北の渡辺、2 回戦、千葉女子の豊田、3 回戦、四街道の常住、4 回戦、

国府台の谷村、5 回戦、昭和秀英の林、まで勝ち上がる。次は敬愛学園の前田との

対戦となるが、 

 

 

平成 17 年度 夏季新人戦ブロック大会  

 男子団体 

  Ｂリーグ 

    検見川に０－３、昭和秀英に１－２で敗退。 

 女子団体 

  千葉女子に１－２で敗退。 

 

男子ダブルス 

 中村・佐藤組 幕総の町田・渡邊組に１－２で敗退 

 出野・鈴木貴組 磯辺の奥原・蛭田組に０－２で敗退 

男子シングルス 

 出野･･･京葉工業の奥に０－２で敗退 

 鈴木貴･･･渋幕の落合に０－２で敗退  

 中村･･･市千葉の佐藤に０－２で敗退 



 佐藤･･･渋幕の宮崎に０－２で敗退 

 

女子ダブルス 

 明里・小畑組 磯辺の榎・土井組を 2－0 で破り、さらに検見川の原・内田組を２－０で

破るも、次の第 1 シードを破った千葉女子の黒田・森組に０－２で敗

退。ベスト８ 

吉田・神作組 昭和秀英の川口・林組に０－２で敗退。 

笠神・小阿見組 磯辺の佐藤・黒田組に０－２で敗退。 

平田・大川組 市千葉の源・古内組を２－０で破るも、幕総の渡邊・土谷組に０－２で

敗退。 

女子シングルス 

 小畑･･･昭和秀英の林を２－０で破るも、第 1 シードの幕総の渡辺に０－２で敗退。 

 平田･･･昭和秀英の西村を２－０で破るも、検見川の内田に０－２で敗退。 

 大川･･･第 2 シードの千葉女子の室殿に０－２で敗退。 

 明里･･･渋幕の樋口を２－０で破り、さらに千葉西の井上を２－０で破り、昭和秀英の川

口を２－０で破り、ベスト４へ、第 2 シードの千葉女子の室殿に負けて、3 位決定

戦。千葉女子の小林と対戦して０－２で負けて 4 位。 

 

平成 18 年度 総合体育大会 第 7 ブロック予選会 

          平成 18 年（２００６）6 月 3 日、4 日 

                男子 幕張総合体育館 

                女子 千葉女子高校体育館 

             4 日 女子 市立千葉高校体育館 

男子ダブルス 

 1 回戦 宮崎・磯崎組 磯辺の森田・片岡組を破るも、2 回戦 千葉西の泉・相葉組に敗

れる。 

 網代・鞠子組は 1 回戦で、渋谷幕張の山川・福田組に敗れる 

 2 年生、佐藤・出野組は、市立千葉の植草・風巻組に敗れる。 

 鈴木貴弘・鈴木拓郎組は、2 シードの検見川 伊藤・阿部組に敗れる。 

 

男子シングルス  

 1 回戦 宮崎 渋谷幕張の山川に敗退、出野は 4 シードの市立千葉の黒島に敗退、佐藤は

市立千葉の多田に敗退、鈴木は千葉西の増田に勝つも市立千葉の植草に敗退。 

 

女子は 記録がない 

 



平成 18 年度 千葉県 1 年生大会バドミントン競技 第 7 ブロック予選会 

 7 月 29 日（土） 男子 幕総看護科体育館 

         女子 千葉西高校体育館 

男子シングルス（県大会出場枠７） 

 記録なし 

  宮崎 第 1 シード 

  岸本、網代、磯崎、鎌田、鞠子、黒川 がエントリー 

 

女子シングルス（県大会出場枠５） 

 宇都宮 千葉女子の守田に勝つも、第 1 シード幕総の吉田に敗退。 

 鵜飼 磯辺の池野に勝つも、第 4 シードの千葉西の高澤に敗退。 

 佐藤 幕総の佐々木に敗退。 

 柏崎 千葉女子の鈴木に勝つも、幕総の中嶋に敗退。 

 早川 磯辺の小山田に敗退。 

 

平成 18 年度 第 7 ブロック 夏季新人大会 

  8 月 24 日（木）25 日（金） 於 市立千葉高等学校 体育館 

 

団体 

 男子 幕張総合を４－１で破り、千葉西と対戦して２－３で敗れる、3 決で磯辺と３－１

で 4 位となる 

 女子 磯辺とやり３－０で勝ち上がり、千葉女子を３－１で破り、決勝にいくも、幕総

合に敗退、2 位となる。 

 

 男子複式 

  出野・鞠子組 渋幕の山川・田中組に敗退 

  宮崎・磯崎組 昭和秀英の石井・熊谷組に勝つも、市立千葉の古谷・宮本組に敗れる 

  網代・鎌田組 渋幕の大野・藤田組に勝も、市立千葉の石崎・菅田組に敗れる 

  佐藤・鈴木組 検見川の露崎・本多組を破り、第 4 シードの昭和秀英の長川・小柳組

を破ったが、市立千葉の黒島・白石組に敗退。  

    

男子単式 

 鈴木･･･昭和秀英の小柳に勝つも、第１シード 市千葉の黒島に敗退。  

 佐藤･･･検見川の平井に０－２で敗退。 

 出野･･･昭和秀英の木村に２－０で勝つも、第２シード 市千葉の古谷に敗退。 

 宮崎･･･市千葉の石崎を２－０で破り、さらに検見川の柏木にも２－０も破り、8 シー



ドに上がってきた渋谷幕張の山川に１－２で敗退。（8 シード） 

 

女子複式 

 宇都宮・早川組 市千葉の古賀・篠原組に０－２で敗退 

 吉田 ・柏崎組 渋谷幕張の森・相川組に０－２で敗退 

 小阿見・鵜飼組 千葉女子の神内・豊田組に２－０で勝つも、磯辺の黒田・佐藤組に

０－２で敗退。 

 小畑・佐藤組 市千葉の山田・大森組（1 回戦）を２－０で、昭和秀英の松戸・堅山組

（2 回戦）を２－０で、そして第 1 シードの千葉西の平野・東組を２－１

で破り、準決は第 4 シードの検見川の内田・田上組を２－０で破り、決

勝は第 2 シードの幕張総合の塚本・吉田組に２－１で破って優勝する。 

 

女子単式 

 佐藤･･･千葉西の平野に０－２で敗退。 

 鵜飼･･･昭和秀英の吉永の勝つも、第 4 シードの千葉女子の佐々木に０－２で敗退。 

 小阿見･･･検見川の田上に勝つも、第 3 シードの千葉西の東に敗退。 

 小畑･･･千葉西の平岡（２－０）、千葉女子の大野（２－０）、幕張総合の斉藤（２－０）、

準決は 3 シードの千葉西の東に勝ち、決勝はノーシードながら、第 1 シードの

検見川の内田を破った千葉西の高澤に２－０で勝って優勝。 

 

平成 18 年度  

 千葉県高等学校新人バドミントン大会 第７ブロック予選会 

           １１月４日（土）男子 市立千葉高校体育館 

                   女子 千葉女子高校体育館 

           １１月５日（日）男子 幕張総合高校体育館（看護科校舎） 

                   女子 千葉西高校体育館 

 

   男子団体 結果 

    １位 市立千葉 ２位 磯辺  ３位 千葉西 ４位 市立稲毛 

      （県大会は１，２位まで） 

   女子団体 結果 

    １位 千葉西 ２位 市立稲毛 （県大会は２位まで） 

 

男子複式（３） 

 出野・鞠子組 渋谷幕張の山田・福田組に敗退。 

 佐藤・鈴木組 市立千葉の関・小林組に敗退。 



 宮崎・磯崎組 渋谷幕張の渋澤・諸田組に勝つも、３シードの市立千葉の黒島・白石組

に敗退。 

 網代・鎌田組 昭和秀英の長川・小柳組に勝つも、市立千葉の石嵜・綿貫組に敗退。 

 

男子単式（３） 

 宮崎･･･渋谷幕張の脇田を破り、さらに千葉西の相葉を破って、第１シードの黒島に負け

る。 

 出野･･･昭和秀英の長川を破るが、市千葉の菅田に負ける。 

 鞠子･･･千葉西の間宮を破るが、３シードの市千葉の白石に負ける。 

 鈴木･･･千葉西の泉に勝つも、２シードの市千葉の古谷に負ける。 

 

女子複式（２） 

 小畑・佐藤組 

 小阿見・吉田組 

 宇都宮・早川組 

 鵜飼・柏崎組 

 

女子単式（２） 

 小畑 

 佐藤 

 小阿見 

 鵜飼 

 

平成 18 年度千葉県高等学校新人バドミントン大会 

                  11 月 11 日 木更津市民体育館 女子（団体） 

 

1 回戦 木更津東に３－２で勝つが、千葉敬愛には３－０で敗退。 

対 木更津東 

鵜飼・柏崎０（12-21、9-21）２斉藤・小幡 

小畑・佐藤２（21-16、21-9）０西本・渡邊 

小阿見２（21-13,21-12）０森 

佐藤 １（17-21、21-10、11-21）２西本 

小畑２（21-18、21-9）０渡邊 

対 千葉敬愛 

長嶋・大村２（21-13,21-7）０小畑・佐藤 

高木・花田２（21-8、21-3）０吉田・柏崎 



手塚２（21-12,21-8）0 小阿弥見 

 

11 月 1４日（火） 木更津市市民体育館 

 

  女子 ダブルス  1 回戦負け 

   小畑・佐藤組０（21-12,21-6）２ 高木・花田（千葉敬愛） 

 

 

平成１８年度 

 関東高等学校バドミントン大会千葉県予選会 第７ブロック予選会 

                     ４月２３日（日） 千葉西高等学校体育館 

 

男子団体 

 佐藤・出野・鈴木貴・網代・宮崎・磯崎・鎌田 

  

女子団体 

 明里・平田・笠神・小畑・小阿見・吉田 

 

総合体育大会 第７ブロック予選会（県大会出場枠は男女とも４組４人まで） 

男子複式 

 佐藤・鈴木貴組 昭和秀英の長内・友利組に２－０で勝つも、千葉西の久保田・泉組に０

－２で敗退。 

 中村・岩崎組 検見川の伊藤・阿部組に０－２で敗退。 

 出野・鈴木拓組 幕総の中澤・徳光組に０－２で敗退。 

因みに結果は、１位 神田・東組（幕総）2 位 落合・中村（渋幕）3 位 多田・黒島（市

千葉）4 位 伊藤・阿部（検見川）であった。 

 男子単式 

  鈴木貴･･･昭和秀英の内藤に０－２で敗退。 

  中村･･･澁谷幕張の丸山に０－２で敗退。 

  佐藤･･･磯辺の守田に０－２で敗退。 

  出野･･･検見川の阿部に０－２で敗退。 

因みに結果は、1 位 神田（幕総）2 位 中村（渋幕）3 位 東（幕総）4 位 伊藤（検見

川）であった。 

 

女子複式 

  明里・小畑組 検見川の平島・粟飯原組を 2－0 で破り、さらに渋幕の岡田・松尾組を



２－０で破るも、次の第 1 シードの幕総の渡辺・土谷組に０－２で敗

退。ベスト８ 

  笠神・小阿見組 市千葉の川原・源組に０－２で敗退。 

  吉田・古舘組 第 3 シードの市千葉の星野・金子組に０－２で敗退。 

  平田・大川組 渋幕の谷口・樋口組に１－２で敗退。 

 

女子単式 

  平田･･･渋幕の谷口に２－１で勝つ、次の第 1 シードの幕総の渡辺に０－２で敗退。 

  明里･･･幕総の白濱に２－１で勝ち、次の千葉西の入江にも 2－1 で勝つも、市千葉の

星野に０－２で敗退。（ベスト 8） 

  大川･･･検見川の平島に２－０で勝つも、第 3シードの千葉女子の小林に０－２で敗退。 

  小畑･･･幕総の土谷に０－２で敗退。 

 

平成 18 年度第 24 回千葉市高校生学年別大会個人対抗 2 年男子シングルス 

                  4 月 3、4 日 ポートアリーナ 千葉公園体育館 

鈴木拓･･･1 回戦、生浜の安部に敗退。 

佐藤･･･千城台の石井に勝つも、市千葉の宮本に敗退。 

出野･･･明徳の酒井、千葉西の間宮を破るも、千葉南の花木に敗退。 

鈴木貴･･･千城台の仲田に敗退。 

 

平成 18 年度第 24 回千葉市高校生学年別大会個人対抗 2 年女子シングルス 

4 月 3、4 日 ポートアリーナ 千葉公園体育館 

 小阿見･･･昭和秀英の吉永に勝つも、千城台の宮崎に敗退。 

 吉田･･･文化女子の斉藤に敗退。 

 小畑･･･明徳の小澤、昭和秀英の堅山、千葉女子の根津を破るも、敬愛学園の大田に敗退。 

 

平成 18 年度第 24 回千葉市高校生学年別大会個人対抗 3 年女子シングルス 

4 月 3、4 日 ポートアリーナ 千葉公園体育館 

 笠神･･･千城台の長谷川を破るも、千葉商業の梅原に敗退。 

 平田･･･県立千葉の江戸谷、明徳の春田を破るも、第 2 シードの室殿に敗退。 

 明里･･･若松の野崎、敬愛学園の仲宗、千葉商業の川原、敬愛学園の水嶋を破り、ベスト

4 に進み、第 1 シードの田久保（敬愛学園）に敗退、第 3 位。 

 

 

 

平成 19 年度第 25 回千葉市高校生学年別大会 



                    2007 年 4 月 2 日、3 日 

                 千葉市ポートアリーナ、千葉公園体育館 

2 年女子シングルス 

  柏崎 若松の高橋に勝つも、第 1 シード千葉西の高澤に敗退。 

  佐藤 県千葉の鈴木に勝ち、磯辺の吉田に勝ち、千葉西の石井に勝つも、千葉女子の

大野に敗退。 

  早川 明徳の土屋に勝つも、千城台の白井に敗退。 

  宇都宮 千葉北の小手に敗退。 

  鵜飼 生浜の高杉に勝つも、市千葉の成澤に敗退。 

 

2 年男子シングルス 

  網代 棄権する 

  磯崎 棄権する 

  宮崎 棄権する 

  岸本 棄権する 

  鞠子 棄権する 

 

平成１９年度 関東高等学校バドミントン大会 千葉県予選会 

     第７ブロック予選会 

               平成１９年４月２２日(日) 

               千葉西高等学校体育館 

 

男子団体（４） 

  対 幕総 勝ち上がり、対 市千葉に敗退。３決は千葉西とやり、敗退。 

  詳細 

   対 幕総 

   Ｄ１ 宮崎・磯崎 15-21、21-13、21-10 町田・大塚 

   Ｓ  出野    21-16、21-15     永井  

   Ｄ２ 佐藤・鞠子 21-15、18-21、21-17 筋田・角野 

 

   対 市千葉 

Ｄ１ 宮崎・磯崎 19-21、9-21     石嵜・綿貫 

   Ｓ  出野    6-21、8-21      黒島  

   Ｄ２ 佐藤・鞠子            白石・関 

 

 



   対 千葉西 

Ｄ１ 宮崎・磯崎 10-21、21-15、11-21  泉・相葉 

   Ｓ  出野    18-21、8-21      松本  

   Ｄ２ 佐藤・鞠子            間宮・斉藤 

 

登録メンバー 

  佐藤、出野、鞠子、網代、宮崎、磯崎、岸本 

 

女子団体（４） 

  対 幕総戦 １－２で敗退。 

詳細 

 Ｄ１ 小阿見・佐藤 19-21、13-21    塚本・吉田 

    Ｓ  小畑     21-8、21-9      佐々木  

   Ｄ２ 鵜飼・柏崎  19-21、13-21  

 

  登録メンバー 

    小畑、小阿見、吉田、佐藤、柏崎、鵜飼、宇都宮 

 

 

平成１９年度 関東高等学校バドミントン大会 千葉県予選会 

                        ５月３日（木）４日（金） 

               男子団体 千葉県総合スポーツセンター体育館 

 男子団体 

  対 千葉商科大学付属 

Ｄ１ 宮崎・磯崎 11-21、16-21    清水・貝沼 

   Ｓ  鞠子    9-21、13-21      岡野  

   Ｄ２ 佐藤・出野           水島・安田 

 

 登録メンバー 

  佐藤、出野（３年） 鞠子、網代、宮崎、磯崎、岸本(２年) 

 

 

平成１９年度 第６０回千葉県高等学校総合体育大会バドミントン競技 

             第７ブロック予選会 

                平成１９年６月２日（土）３日（日） 

     会場 男子 両日 幕張総合高等学校看護科校舎体育館     



        女子 ２日 千葉女子高等学校体育館    

           ３日 市千葉高等学校体育館 

男子ダブルス（５） 

 宮崎・磯崎組 １回戦、渋幕の渚・栗林組を破り、２回戦、昭和秀英の長川・小柳組を

破り、第１シードの市千葉の黒島・白石組と対戦して敗退す。 

 小篭・荻野組 幕総の永井・角野組に勝つも、市千葉の宮本・福井組に敗退す。 

 網代・鞠子組 １回戦、第３シードの市千葉の石嵜・綿貫組と対戦して敗退す。 

 佐藤・出野組 １回戦、磯辺の星合・遠藤組に勝つも、第２シードの市千葉の関・小林

組に敗退す。 

 

男子シングルス（４） 

  出野 ２回戦より千葉西の泉に敗退す。 

  佐藤 １回戦、磯辺の角川に敗退す。 

  磯崎 ２回戦、昭和秀英の木村に勝つも、３回戦、市千葉の綿貫に敗退す。 

  宮崎 ２回戦より、渋幕の吉田を下し、３回戦、千葉西の相葉をさらに下し、４回戦

まで進んだが、４回戦、市千葉の小林と対戦して敗退す。 

女子ダブルス（４） 

 宇都宮・早川組 

 小阿見・柏崎組 

 吉田・鵜飼組 

 小畑・佐藤組･･･県大会へ 

女子シングルス（４） 

 小阿見 

 小畑 県大会へ 

 鵜飼 

 佐藤 

第 60 回 千葉県高等学校総合体育大会 

              平成 19 年 6 月 12 日（火） 成田市中台体育館 

 

女子個人ダブルス 

 小畑・佐藤組 1 回戦 対薬園台の横目・池邉組  21-9、21-14 で勝つ、  

        2 回戦 対千葉英和の宗・高橋組  9-21、14-21 で敗退。 

 

女子個人シングルス 

 小畑 1 回戦 対千葉萌陽の秋葉 21-9、21-10 で勝つ、 

    2 回戦 対松戸六実の西前 13-21､18-21 で敗退。西前はベスト 16 



 

 次の体制について(メモより) 

男子 部長 宮崎 副部長 磯崎 会計 網代 シャトル係 岸本 

 目標 団体は決勝進出、Ｄは決勝進出、Ｓはベスト４ 

女子 部長 佐藤美 副部長 柏崎 会計 早川  

 目標 団体は決勝進出、Ｄ，Ｓも決勝進出。 

 

平成 19 年度千葉県高等学校学年別大会 

              2007 年 8 月 8 日 於：千葉公園体育館 

2 年女子シングルス 

  佐藤 1 回戦 対 市原八幡の新羅  21-18、14-21、21-18  

     2 回戦 対 松戸六実の小田桐 17-21、17-21 

 

1 年女子シングルス 

  山田 1 回戦 対 敬愛学園の福田 8-21､10-21 

2007 年 8 月９日（木） 於：千葉県スポーツセンター体育館 

1 年男子シングルス 

 荻野 1 回戦 対 市川東の西山に１－２で敗退。（17-21、26-24、13-21） 

 小篭 1 回戦 対 松戸六実の丸山を２－０（21-15、21-18）で破るも、2 回戦 市原八

幡の大場に０－２(15-21、13-21)で敗退。 

2 年男子シングルス  8 日に実施 

 宮崎 1 回戦 対 学館船橋の大場 21-18、21-6 

    2 回戦 対 船橋東の加藤 17-21、21-16、21-18 

    3 回戦 対 千葉南の鴨井 21-18、21-23、16-21 で敗退。 

   

どこかわからない記録 おそらくＨ１８年か？ 

 男子シングルス 

  出野 千葉西の泉に敗退 

  磯崎 昭和秀英の木村に勝つも、市千葉の綿貫に敗退。 

  宮崎 渋幕の吉田、千葉西の相葉に勝つも、市千葉の小林に敗退。 

  佐藤 磯辺の角川に敗退。 

 

平成 19 年度第 7 地区夏季大会個人対抗 

                   2007 年 8 月 22 日 

男子シングルス 

 宮崎 1 回戦 千葉北の遠山 21-18、21-15 



    2 回戦 敬学の後藤 21-11、21-12 

    3 回戦 市千葉の小林(第 1 シード) 16-21、21-17、21-19  

    4 回戦 準決 市千葉の綿貫 20-22、17-21 

    3 決  市千葉の白石 13-21、16-21 

 荻野 1 回戦 経済大附の池田を２－０で破る 

    2 回戦 市千葉の綿貫に 15-21、20-22 

 小篭 1 回戦 千葉北の佐藤 21-16､21-15 

    2 回戦 京葉工業の小河原 22-20、21-18 

    3 回戦 敬学の岩淵 7-21、9-21 

 磯崎 1 回戦 磯辺の鈴木 21-15、21-15 

    2 回戦 千葉西の松本 18-21、14-21 

 

  

平成 19 年度 第 21 回レッドソン杯 船橋オープンバドミントン大会 

                   平成 20 年 2 月 11 日(月) 

                   船橋市運動公園体育館 

男子 1 部でエントリー 

女子 1 部でエントリー 

 

 

 

10 月 28 日の男女のランキング戦の結果 21 本２セットファイナル１１本 

 男子 １宮崎 ８勝 ０敗 

    ２村上 ６勝 ２敗 

    ３磯崎 ５勝 ３敗 

    ４鞠子 ４勝 ４敗  

    ５荻野 ４勝 ４敗 

    ６小篭 ４勝 ４敗    

    ７平井 ３勝 ５敗 

    ８網代 ２勝 ６敗 

    ９岸本 ０勝 ８敗 

 女子 １佐藤 ６勝 ０敗 

    ２柏崎 ５勝 １敗 

    ３山田 ４勝 ２敗 

    ４宇都宮 ３勝 ３敗 

    ５早川 ２勝 ４敗 



    ６今本 １勝 ５敗 

    ７佐藤 ０勝 ６敗 

    ８鵜飼  途中棄権の為 

 

平成 1９年度  

 千葉県高等学校新人バドミントン大会 第７ブロック予選会 

           ９月２９日（土）男女団体 

           ９月３０日（日）男女ダブルス 

          １０月２日(火) 男子シングルス 

          １０月３日（水）女子シングルス 

     会場  敬愛学園高等学校体育館 

         千葉西高等学校体育館 

         千葉北高等学校体育館 

         幕張総合高等学校看護科校舎体育館 

 

男子団体(県大会出場枠３) 

幕総を３－０で破ってきた磯辺と対戦、３－０で次に進む、敬愛学園との準決勝は３－

２で決勝へ、決勝戦は市千葉と対戦、２位となる。県大会出場。 

 

女子団体（３） 

千葉女子を破ってきた千葉北と対戦（稲毛は第４シードの位置）したが、敗退す。 

 

という結果があるが、もう一つの結果プリントがある。 

それによると、 

男子団体 ４つの予選リーグから決勝トーナメントへ 

男Ａ･･･敬学、千葉北 男Ｂ･･･市千葉、経済大附、昭和秀英 男Ｃ･･･磯辺、幕総、渋幕 

男Ｄ･･･千葉西、市稲毛、検見川 

稲毛は、千葉西に３－０、検見川に３－０で１位抜け 

決勝トーナメントで、経済大附を３－０で破るも、敬学に１－３で敗退、３決で千葉北を

３－０で破り、３位となる。 

 

女子団体 ４つの予選リーグから決勝トーナメントへ 

女Ａ･･･敬学、検見川、千葉北 女Ｂ･･･千葉西、経済大附、千葉女子 女Ｃ･･･幕総、市稲

毛、昭和秀英 女Ｄ･･･市千葉、渋幕、磯辺 

稲毛は、幕総を３－２で破り、昭和秀英を３－０で破り、１位抜け 

決勝トーナメントで検見川を３－１で破り、千葉西には１－３で敗退、３決の敬学戦は１



－３で敗退、４位となる。 

 

男子ダブルス 

 平井・村上組 渋幕の諸田・吉田組を２－１で破るも、市千葉の生田・渡辺組に０－２

で敗退。 

 鞠子・網代組 検見川の賽田・森田組を２－０で破るも、第３シードの市千葉の福井・

小林組に０－２で敗退。 

 小篭・荻野組 敬学の重吉・後藤組に０－２で敗退。 

 宮崎・磯崎組 渋幕の松田・内藤組を２－０で破り、さらに千葉北の長谷部・吉田組を

２－０で破り、市千葉の関・樽林組を２－１で破り、ベスト４、準決で

は敬学の藤原・岩淵組に０－２で敗退し、３決で市千葉の福井・小林組

を２－０で破って３位。 

男子シングルス 

 宮崎 １回戦 千葉北の遠山を破り、さらに敬学の後藤を破り、第１シードの市千葉の

小林と対戦して、２－１で破り、準決勝は市千葉の綿貫と対戦して敗れ

る。３決は市千葉の白石と当たり、敗退した。 

 荻野 １回戦は不戦勝で２回戦、市千葉の綿貫と当たり、敗退した。 

 小篭 ２回戦の千葉北の佐藤を破り、３回戦の京葉工業の小河原を破るも、第３シード

の敬学の岩淵と準準決勝で当たり、敗退した。 

 磯崎 １回戦、磯辺の鈴木を破るも、２回戦千葉西の松本に敗退。 

 

女子ダブルス 

  佐藤・今本組 昭和秀英の金丸・長谷部組に敗退。 

  柏崎・山田組 千葉北の荒木・長澤組に勝つも、第３シードの市千葉の篠原・大森組

に敗退。 

  宇都宮・早川組 千葉女子の平山・箕輪組に勝つも、第２シードの千葉西の高澤・宗

像組に敗退。 

  佐藤・鵜飼組 千葉北の鈴木・工藤組に勝ち、さらに昭和秀英の中島・河村組に勝つ

も、幕総の吉田・中嶋組に１－２で敗退。(ベスト８) 

 

女子シングルス  

  鵜飼 １回戦、昭和秀英の宮原を破り、２回戦、検見川の田本を破るも第１シードの

千葉西の高澤と対戦して敗退。ベスト８ 

  山田 １回戦、検見川の出口に敗退。 

  柏崎 １回戦、昭和秀英の中島に勝つも、第３シードの敬学の福田に敗退。 

  佐藤 ２回戦から、千葉北の窪田を下し、３回戦、幕総の森谷を破り、渋幕の西田を



破って、ベスト４進出、準決勝は敬学の福田と対戦して、敗退するも

３決で幕総の吉田と対戦して２－１で３位。 

 

平成 1９年度千葉県高等学校新人バドミントン大会 

                  11 月 17 日 千葉県総合スポーツセンター体育館 

 

 男子（団体） 

①  1 回戦 対 我孫子 ３－０ 

②  2 回戦 対 西武台千葉 ０－３ 

 

① Ｄ１ 宮崎・磯崎組 21-13、21-13 有元・山野組 

Ｄ２ 村上・荻野組 21-14、21-10 高木・佐々木組 

Ｓ１ 小篭 21-12、21-9 滝本 

② Ｄ１ 宮崎・磯崎組 9-21、8-21 浦井・松田組 

Ｄ２ 村上・荻野組 12-21、8-21 潮来・村瀬木組 

Ｓ１ 小篭 9-21、11-21 二ノ宮  

 

 

18 日 

女子シングルス  

 １回戦 佐藤 対 西武台千葉の栗原は、12-21、13-21 で栗原の勝ち。 

 

 


