
 

国体栄光の軌跡 

 
第 59回大会（埼玉） 総合１位 天皇杯獲得 

第 60回大会（岡山） 総合１位 天皇杯獲得 

第 61回大会（兵庫） 総合１位 天皇杯獲得 

第 62回大会（秋田） 総合３位 

第 63回大会（大分） 総合７位 

第 64回大会（新潟） 総合４位 

第 65回大会（千葉） 総合１位 天皇杯獲得 

第 66回大会（山口） 総合１位 天皇杯獲得 

第 67回大会（岐阜） 総合１位（同率）天皇杯獲得 

第 68回大会（東京） 総合１位 天皇杯獲得 

第 69回大会（長崎） 総合１位 天皇杯獲得 

 

第 69回大会の記録 

【関東ブロック大会】 

< 成年女子 > 監督 山田秀樹 

馬上愛美、森朝香、川端すみれ 

埼玉 0-2東京  埼玉 2-0山梨  埼玉 0-2茨城 

 
< 少年男子 > 監督 大屋 貴司 

    玉手勝輝、小川桂汰、渡邉航貴、渡辺俊和 

埼玉 2-0群馬  埼玉 2-0山梨  埼玉 2-0茨城 

[代表決定戦] 埼玉 2-0東京 

 

< 少年女子 > 監督 堂下智寛 

川島里羅、尾﨑沙織、西口涼子、川島美南 

埼玉 2-0東京  埼玉 2-1栃木  埼玉 2-0群馬 

 

【本大会】 

< 成年男子 > 監督 中西洋介 

山田和司、井上拓斗、金子祐樹 

２回戦  埼玉 2-0秋田   ３回戦  埼玉 2-0茨城 

準々決勝 埼玉 1-2北海道 

 

< 少年男子 > 監督 大屋 貴司 

    玉手勝輝、中田政秀、渡邉航貴、渡辺俊和 

１回戦  埼玉 2-0宮崎   準々決勝 埼玉 2-0宮城 

準決勝  埼玉 2-1山口   決  勝 埼玉 0-2大阪 

 

< 少年女子 > 監督 堂下智寛 

川島里羅、尾﨑沙織、西口涼子、川島美南 

１回戦  埼玉 2-0静岡   ２回戦  埼玉 2-0三重 

準々決勝 埼玉 2-0東京   準決勝  埼玉 1-2福島 

 三位決定 埼玉 2-0千葉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国体バドミントン競技天皇杯５連覇 

記 念 祝 賀 会 

 

 

 

 

 

平成２７年１月１０日（土） 

ラフォーレ清水園 

 

埼玉県バドミントン協会 

 

 



 

式 次 第 

 

開会の言葉 

会長挨拶 

記念品贈呈 

監督・選手 挨拶 

乾 杯 

懇 談 

〆 

閉会の言葉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
名 前  所     属 

今井 茂満  公益財団法人日本バドミントン協会 

中西 洋介  成年男子 監督 

名 前  所     属 

堂下 智寛  少年女子 監督 

玉手 勝輝  少年男子 選手 

中田 政秀  少年男子 選手 

西口 涼子  少年女子 選手 

加藤 勝  顧問 

大塚 かつ江  顧問 

磯井 貞夫  会長 

能登 則男  副会長 

成田 進  副会長 

阿部 秀夫  副会長 

井上 泰年  副会長 

富田 富美子  副会長 

森田 真史  理事長 

藤松 津吉  事務局長 

幾谷 達也  事務局 

松本 勉  常任理事 

芦澤 正博  常任理事 

藤井 浩一  常任理事 

関根 冬蔵  常任理事 

清水 公子  常任理事 

岡田 美智子  常任理事 

須田 幸市  常任理事 

中橋 優  常任理事 

杉本 範雄  常任理事 

古屋 雅美  理事 

浜名 良知  理事 

松竹 宏  理事 

小林 剛  理事 

大澤 一之  理事 

平岡 範子  理事 

細井 清美  理事 

津田 文子  理事 

野村 太一  理事 

中村 恭治  理事 

江井 宏友  理事 

鈴木 正造  理事 

富橋 末治  理事 

野沢 圭子  監事 

林 一夫  さいたま市バドミントン協会 

中島 俊夫  飯能市バドミントン連盟 

奥墨 朝則  戸田市バドミントン連盟 

熊木 美沙子  小学生連盟 

大澤 小百合  小学生連盟 

熊田 絵里子  小学生連盟 

吾妻 希  小学生連盟 

宮川 弘行  モア・ジャパン 

長澤 宏泰  アメアスポーツジャパン 

阿久津 博將  ミズノ 

木下 伸介  ヨネックス 

福田 邦宏  ファイテン 

村松 博  ゴーセン 

 


