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役員より一言 役員さんよりコメントいただきました。

 

６０周年記念並びに都民大会優勝おめでとうございます。 

記念行事は、月日を重ねると共に自然と訪れます。 

個人戦と違い、団体優勝は色々なものが重なりあい、特別なもの。 

競技するメンバーと喜びを分かち合えて本当に幸せだと思います。 

うらやましいです。 

簡単だと思い始めたバドミントンですが、こんなにも激しいスポーツなのかと・・・。 

季節、気候、年齢に関係なく一年を通して出きる競技バドミントン。 

試合での緊張感、人との出会い、我慢。我慢は自分の成長を、そして人をも成長させる。 

バドミントンを問うことで色々な事を学びました。 

数ある思い出をあげてみると、 

 ・体育館が少なく（桐ヶ丘のみ）苦労したり、 

 ・ウェア、シューズ等規程もない時代があったり、 

 ・大会は、開会式が桐ヶ丘体育館、女子は神谷体育館、岩淵中体育館に移動し試合を行い、  

  閉会式の為にまた桐ヶ丘体育館に移動という時もありました。 

 ・賞品がストッキング、タオル、スポーツソックスであったり、 

 ・負けて敗者戦を行なっても、優勝者決定で打ち切りになったり・・・。 

それでも試合は楽しく、参加者は一生懸命頑張っていました。 

これからの北区バドミントン協会は、大会、イベント参加者が多くの思い出を作りながら、生涯ス

ポーツとして楽しんで行けるお手伝いをしていただき、バドミントン愛好家と共に輝き続けられる協

会であることを期待しています。 

最後に巨人軍、長島監督の言葉をお借りして、 

「北区バドミントン協会は、永遠に不滅です。」 
 

御祝いの言葉と協会の思い出      副理事長 佐々木 洋子 

 

私は２８歳でバドミントン協会に入りましたが、３５歳の時に一度バドミントンを辞めてテニスに走

りました。 

しかし、麻生前会長よりバドミントン協会から体育指導員をやる様に言われた事、合わせて同時

期に城北五区がスタートした事が、私が再びバドミントンに戻るきっかけとなりました。 

このようなきっかけを作ってもらえた事に感謝しています。あれがなかったら辞めたままだったと

思います。 

今は、７０歳までは、バドミントンを続けて行きたいと考えています。 

ありがとうバド。 

 麻生前会長に感謝             監事  半谷 要一 

 

創立６０周年、都大会男子優勝おめでとうございます。 

これを新体制の弾みとして、新しいページを作って行きましょう。 

御祝いの言葉               参与  岡島 ちり子 
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麻生了輔前会長を偲ぶ

 

麻生了輔前北区バドミントン協会会長は、平成26年1月3日に永眠

されました。享年86歳でした。 

故麻生了輔前会長は、北区バドミントン協会を長きに渡り牽引して

頂いた功労者です。その功績を讃え、深く感謝致します。 

また、（公財）東京都北区体育協会においても常任理事として、長

きにに渡り貢献してまいりました。 

創立６０周年記念式典において、改めて前会長を偲び、共に６０周

年、都民大会優勝をお祝いしようと思います。 
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麻生前会長との思い出                     理事長  渡邊 春男 

 

私が麻生前会長と出会ったのは、北区大会に参加した時であろうか？ 

その時は、ただの参加者だった為、会話もなく、特に印象はない。 

その後、都民大会の代表選手になり、一緒に大会に参加するようになり、お互い顔と名前

を覚えたのではないだろうか？ 

その後、初心者教室のコーチとして参加依頼され、毎週木曜日に会うようになってから親し

くなっていった。 
 

毎週木曜日は、教室終了後、近くの居酒屋に行くのが慣例で、１時間程度、酒を飲んで

帰った。 

麻生さんは、必ずビールをコップ一杯飲みその後、冷酒を１本半から２本飲んでいた。 

ただ、食べ物は、まったく食べず、佐々木さんにつまみを取り分けてもらっても、食べなかっ

な。 

だけど、毎朝お米を炊いて、亡くなった奥様にお供えして、朝食はしっかり食べるといつも聞

いていたので、夜は食べない人だったのだろう。毎週木曜日の夜は、麻生さんとのコミュニ

ケーションＤａｙ。知らず知らずのうちに無くてはならない時間になっていました。飲み会後の

握手の儀式が懐かしいです。 
 

大会の時の思い出は、朝、全然来なくて、開会式が始められずに焦ったり、賞状の名前を

会長が書くのだが、凄く丁寧に書いてくれるので、閉会式開始まで一時間くらいかかってし

まう等、マイペースなところに振り回されたけど、今では、いい思い出となっています。 
 

麻生前会長は、けっこう頑固者で、私が、あれやりたい、これやりたいと提案すると必ずＮ

Ｇ・・・ 

だけど、必ず「ありがとうな」と労ってくれる。たぶん、私達に負担をかけないように言ってく

れてたのかな？提案も２回、３回と粘ると、ＯＫしてくれるものもあったしね。 
 

箱根旅行に行ったことも。バドミントン協会の男衆で温泉旅行。麻生さん、粕田さん、半谷さ

ん、秀さん、渡邊の5人旅。レンタカー借りて箱根、小田原を回って、温泉入って、美味しい

料理食べて、まぁ、いい思い出が出来た。隣の写真も箱根でとった写真です。 
 

麻生さんの家も何回か遊びに行かせてもらった。急に行ったときも「酒飲んで行け」と日本

酒が出てきて、つまみは、毛ガニがまるごとドーンと出て・・・ 

いつも気を使っていただきました。 
 

協会の仕事もずっと会長一人でやって来てもらったけど、そろそろ高齢なので、徐々に若い

人に移行して行った矢先の訃報だった。本当は、しっかりこなしている所を見てもらいた

かったなと思う。 
 

文を書いてみると、どんどん思い出が蘇る。 
 

まだまだ元気だったから、突然の訃報はショックだった。協会を引き継いでもうすぐ２年・・・ 

無我夢中で協会運営を行ってきた。 

麻生前会長に褒めてもらえるように、今後も頑張って行きたい。 
 

麻生さん、天国から北区バドミントン協会を是非、見守って下さい。 
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昭和２９年 ５月 　・北島義彦・榎本　守両氏を中心に設立準備委員会を設立
　・東京都地区対抗戦（現都民体育大会でバドミントン競技は第１回目）出場
　　　男子優勝　・　女子３位に入賞

７月 　・１５日　北区バドミントン協会を設立
　　　会長　榎本　守氏　　　理事長　太田　稔氏が就任

８月 　・1日　北区体育協会に加盟

11月 　・第１回結成大会を聖学院高校体育館で開催
　　（男・女シングルス）　北区体育祭初参加

昭和３０年 ２月 　・第２回大会　十条製紙体育館　以後１０年間使用

５月 　・都民体育大会に参加

１１月 　・第３回大会　一般社会人と学生の部に分け、男女シングルス、ダブルス
　　　　　　　　　　の種目とする。

昭和３１年 １０月 　・第４回大会　職場チーム対抗団体戦を加える。

昭和３３年 ５月 　・都民体育大会　　女子優勝

昭和３４年 １０月 　・第７回大会　学生の部を廃止、混合ダブルスを加える。

昭和３５年 　・全日本実業団選手権大会（熊本大会）に東京代表チームとして保土ヶ谷化学
　　が出場し、ベスト８に入賞。

１１月 　・第１回北部５区対抗大会（文京・台東・荒川・北・板橋）が開催され、代表選手
　　団として、保土ヶ谷化学・日本化薬・聖学院高校・成徳学園高校が出場

一般男子　　保土ヶ谷化学　　３位
高校男子　　聖学院高校　　　優勝
高校女子　　聖学院高校　　　優勝

昭和３６年 　・全日本実業団選手権大会（三条大会）に東京代表チームとして保土ヶ谷化学
　　が出場し、ベスト８に入賞。

昭和４０年 ５月 　・都民体育大会　男子４位入賞
１０月 　・太田　稔理事長が北区体育協会より功績賞を受賞

昭和４１年 １月 　・北区体育館（現桐ヶ丘体育館）落成
　　この年より都民体育大会選手選考会兼ダブルス選手権大会、体育祭区民
　　大会、新春大会の３大会を開催

昭和４２年 ４月 　・北区体育館において毎週教室を開催、指導を行った

昭和４４年 ５月 　・東京都体育協会より社会体育優良団体として表彰を受ける

昭和４５年 ５月 　・都民体育大会　男子３位入賞

昭和４６年 ５月 　・都民体育大会　男子がベスト８　入賞
１０月 　・麻生了輔理事、北区体育協会より功績賞を受賞

昭和４７年 ４月 　・大会種目のうち職場チーム対抗団体戦を廃止

昭和４８年 ５月 　・都民体育大会　男子がベスト８　入賞

昭和４９年 ５月 　・都民体育大会　男子がベスト８　入賞

昭和５１年 ４月 　・副会長に平林　明氏就任
　・会長榎本　守氏が社会体育功労者として文部大臣より表彰された。

昭和５２年 ３月 　・第１回家庭婦人親睦大会が開催される
４月 　・麻生了輔氏が理事長に就任

１０月 　・家庭婦人クラブが協会に加盟
１１月 　・第２回家庭婦人大会開催

　　（以降クラブ対抗団体戦として大会を春・秋開催）

昭和５４年 ９月 　・第１回家庭婦人年齢別ダブルス大会を開催
１０月 　・山口昌夫理事、北区体育協会より功績賞を受賞

昭和５５年 １０月 　・麻生了輔理事長が北区体育協会より功労賞、粕田耕司理事が功績賞を
　　それぞれ受賞

６０周年　　北区バドミントン協会６０年のあゆみ
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昭和５６年 ４月 　・長期初心者教室を神谷体育館で開催
５月 　・麻生了輔理事長が社会体育功労者として東京都体育協会より表彰

昭和５９年 １０月 　・浅香恒男理事、北区体育協会より功績賞受賞

昭和６０年 １０月 　・滝野川体育館落成
１１月 　・北区委託事業として滝野川体育館において初心者教室（毎週木曜日）開始

昭和６１年 ・ 　・城北５区バドミントン協議会（豊島・板橋・練馬・北・荒川）
４月 　・会員登録制を実施

１０月 　・永吉美智子、伊藤秀代両氏が北区体育協会功績賞を受賞

昭和６２年 ５月 　・東京都体育協会より社会体育優良団体として表彰された
６月 　・第１回城北５区大会に参加

１０月 　・麻生了輔理事長が社会体育功労者として東京都教育委員会より表彰
１１月 　・北区体育協会が法人化、（財）東京都北区体育協会と改称

平成元年 ２月 　・大会種目に壮年混合ダブルスを加える

平成２年 １月 　・大会種目のうち、シングルスを廃止
１０月 　・東京都教育員会より社会体育優良団体として表彰された
１０月 　・半谷要一理事が北区体育協会より功績賞を受賞

　
平成３年 ６月 　・第５回城北５区大会を主管開催（北区滝野川体育館）

９月 　・第３回都民スポ・レク大会に初参加（北区滝野川体育館）
　　ブロック第２位

９月 　・家庭婦人年齢別ダブルス大会を廃止
１０月 　・麻生了輔理事長が北区体育協会より栗田スポーツ賞を受賞

平成４年 ９月 　・第４回都民スポ・レク大会　ブロック２位

平成５年 ６月 　・第７回城北５区大会（板橋区立東板橋体育館）　第２位
９月 　・第５回都民スポ・レク大会　ブロック２位

平成６年 ６月 　・第８回城北５区大会（練馬光が丘体育館）　第３位
９月 　・第６回都民スポ・レク大会　ブロック優勝

１０月 　・粕田耕司理事が北区体育協会より功労賞を受賞

平成７年 ３月 　・創立４０周年式典を開催（赤羽会館）
　・麻生了輔氏が会長兼理事長に就任

平成９年 １０月 　・吉永美智子理事が北区体育協会より功労賞を受賞

平成１１年 １０月 　・浅香恒男理事が北区体育協会より功労賞を受賞

平成１３年 １０月 　・佐々木洋子理事が北区体育協会より功績賞を受賞

平成１９年 １０月 　・半谷要一理事が北区体育協会より功労賞を受賞

平成２２年 ５月 　・都民体育大会　男子がベスト８　入賞

平成２３年 ５月 　・都民体育大会　男子がベスト８　入賞　（２年連続）
６月 　・第２５回城北５区大会　北区が主管にて開催（滝野川体育館）

平成２４年 ６月 　・第２６回城北５区大会　北区が初優勝

平成２６年 １月 　・秀　敏明氏が会長に就任、渡邊春男氏が理事長に就任
７月 　・故麻生了輔前会長を偲び、麻生杯（団体戦）を新設（年２回実施）

１０月 　・佐々木洋子副理事長が北区体育協会より功労賞を受賞
１０月 　・秀　敏明会長が北区体育協会より功績賞を受賞

平成２７年 ４月 　・都民大会強化の為、テストマッチ大会を新設
　　（近隣区の協力を得て、大会実施）

５月 　・都民体育大会　男子優勝
７月 　・北区夏季大会（混合ダブルス選手権）を新設
７月 　・協会ホームページを開設
10月 　・森　暁美常任理事が北区体育協会より功績賞を受賞
１１月 　・都民大会優勝祝賀会兼６０周年記念式典を開催
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平成２７年度　事業計画 【記録として、平成27年度の事業計画を記す。】

・今年度より、夏季大会を増設し、内容を混合ダブルス選手権大会とする。
・麻生杯団体戦は、男女混合団体戦とし、より多くの会員が参加できるよう考え実施する。
・区民体育大会は、昨年に引き続き、抽選会、景品争奪ゲーム等企画を考え、実施する。
・都民大会北区代表選手選考会時に実施していた混合ダブルスは廃止とし、別の企画を立案する。

・北区代表を選抜し、上記大会に出場する。
・都民体育大会テストマッチ大会は、北区主催にて実施する。（近隣区を招へいし、練習試合を行う。）

（参加　男子　北区、豊島区、板橋区　　女子　北区、豊島区、板橋区、杉並区）
・都民体育大会は、男子優勝。女子１回戦敗退。
・城北五区競技大会は、４位（５チーム中）
・生涯スポーツ大会は、ブロック２回戦敗退。

　●平成27年度　強化練習会開催予定

・体育館が確保出来次第、随時練習会を追加する。
10 2015/8/15 稲田小学校 20 2016/1/16 稲田小学校 30
9 2015/8/11 神谷中学校 19 2016/1/12 神谷中学校 29

27
8 2015/7/18 稲田小学校 18 2015/12/19 稲田小学校 28
7 2015/7/14 神谷中学校 17 2015/12/8 神谷中学校
6 2015/6/20 稲田小学校 16 2015/11/21 稲田小学校 26

2016/3/19 稲田小学校
5 2015/6/9 神谷中学校 15 2015/11/10 神谷中学校 25

23 2016/3/8 神谷中学校
4 2015/5/12 神谷中学校 14 2015/10/13 神谷中学校 24
3 2015/5/6 桐ヶ丘中学校 13 2015/10/10 稲田小学校

神谷中学校
2 2015/5/2 滝野川体育館 12 2015/9/19 稲田小学校 22 2016/2/20 稲田小学校

日時 会場
1 2015/4/14 神谷中学校 11 2015/9/8 神谷中学校 21 2016/2/9

（強化練習会の目的）
北区代表選手の競技力向上、強化及び人材発掘を目的とする。

番号 日時 会場 番号 日時 会場 番号

平成27年度都民生涯スポーツ大会 平成27年8月29日（土） 葛飾区総合スポーツセンター

平成27年度支部対抗 平成28年1月16日（土） 葛飾区総合スポーツセンター

第68回都民体育大会　春季大会（女子） 平成27年5月17日（日） 稲城市総合体育館
第29回城北五区競技大会 平成27年6月14日（日） 荒川区総合スポーツセンター

都民体育大会　テストマッチ大会 平成27年4月12日（日） 北区桐ヶ丘体育館
第68回都民体育大会　春季大会（男子） 平成27年5月10日（日） 稲城市総合体育館

第78回北区レディースバドミントン大会【秋季三部対抗戦】 平成27年11月22日（日） 北区桐ヶ丘体育館

事業計画　　【強化部】
○　北区代表　参加大会一覧

大会名称 期　日 会　場

第78回北区レディースバドミントン大会【秋季一部対抗戦】 平成27年10月25日（日） 北区桐ヶ丘体育館
第78回北区レディースバドミントン大会【秋季二部対抗戦】 平成27年11月8日（日） 北区桐ヶ丘体育館

第77回北区レディースバドミントン大会【春季一・二部対抗戦】 平成27年5月2日（土） 北区滝野川体育館
第77回北区レディースバドミントン大会【春季三部対抗戦】 平成27年6月21日（日） 北区桐ヶ丘体育館

平成28年都民大会北区代表選手選考会兼ダブルス選手権大会 平成28年3月27日（日） 北区滝野川体育館

事業計画　　【レディース部】
○　北区協会主催・主管大会一覧表

大会名称 期　日 会　場

平成28年新春区民バドミントン大会 平成28年1月10日（日） 北区滝野川体育館
第4回北区バドミントン団体戦（麻生杯）（冬） 平成28年2月11日（日） 北区桐ヶ丘体育館

第3回北区バドミントン団体戦（麻生杯）（夏） 平成27年8月2日（日） 北区桐ヶ丘体育館
第63回北区民体育大会（バドミントン競技） 平成27年9月13日（日） 北区滝野川体育館

事業計画　　【競技部】
○　北区協会主催・主管大会一覧表

大会名称 期　日 会　場
北区バドミントン夏季大会　混合ダブルス選手権大会 平成27年7月20日（月祝） 北区桐ヶ丘体育館
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平成２７年度　事業計画 【記録として、平成27年度の事業計画を記す。】

　●全日本大会

　●関東大会

　●東京都大会

枚 円

枚 円

○　各種事業計画書、報告書の作成、提出業務を行う。
○　都民体育大会、生涯スポーツ大会の申込みを体育協会に行う。
○　都民体育大会、生涯スポーツ大会に選手派遣、出場する。
○　北区体育協会栄賞、スポーツ賞の推薦を行う。
○　次年度の体育館調整会議に出席し、大会等場所の確保を行う。

北区体育協会新年懇親会 平成28年1月 北区滝野川会館

北区区民体育大会閉会式 平成28年2月 北区滝野川会館

北区区民体育大会開会式（ソフトバレー大会） 平成27年10月12日 北区滝野川体育館 3チーム

北区体育協会研修会 平成27年11月20日 北区滝野川会館

平成27年度都民生涯スポーツ大会 平成27年8月29日 葛飾区総合スポーツセンター

北区区民体育大会開会式 平成27年10月12日 北区滝野川体育館 21名参加

第68回都民体育大会（バドミントン）男子 平成27年5月10日 稲城市総合体育館

第68回都民体育大会（バドミントン）女子 平成27年5月17日 稲城市総合体育館

第68回都民体育大会結団式 平成27年4月 北区滝野川会館 秀、渡邊

第68回都民体育大会開会式 平成27年5月10日 東京体育館 野原、青木、井上

事業計画　　【総務部　北区体育協会関係】

○　北区体育協会関係行事に参加する。
行事名称 月日 場所 参加者

ヨネックス　オープンジャパン2015 平成27年9月 東京体育館

平成27年度　全日本総合選手権大会 平成27年12月 代々木第2体育館

○　チケット販売業務（東京都協会より依頼）
大会名称 開催日時 会場 枚数 金額

平成27年度　支部対抗 平成28年1月 葛飾区総合ＳＣ

平成27年度　東京都混合ダブルス選手権大会 平成28年2月 稲城市総合体育館

平成27年度東京都シングルス選手権大会（45歳以上） 平成27年11月 千代田区スポーツセンター なし

平成27年度　東京都ダブルス選手権大会 平成27年12月 町田市立総合体育館

第64回　全国青年大会　東京都予選 平成27年8月 葛飾区総合ＳＣ なし

平成27年度東京都シングルス選手権大会（一般） 平成27年10月 稲城市総合体育館 生方

第70回　国民体育大会　東京都予選　Ｄ 平成27年6月 江戸川区総合スポーツセンター なし

第32回　全日本シニア選手権大会都予選会Ｓ・ＸＤ 平成27年7月 エスフォルタアリーナ八王子 渡邊、小林、伏間、石井

第58回　全日本社会人選手権大会　都予選会Ｓ・ＸＤ 平成27年5月 板橋区上板橋体育館 荒川、田口

第70回　国民体育大会　東京都予選　Ｓ 平成27年6月 足立区竹ノ塚体育館 なし

第58回　全日本社会人選手権大会　都予選会Ｄ 平成27年4月 葛飾区総合ＳＣ

第32回　全日本シニア選手権大会都予選会Ｄ 平成27年5月
葛飾区総合ＳＣ

日野市市民の森ふれあいホール

関東シニア選手権大会 平成28年1月 未定

大会名称 開催日時 会場 参加者

大会名称 開催日時 開催都市 参加者

第52回　関東総合選手権大会 平成27年9月 未定 なし

第58回　全日本社会人選手権大会 平成27年8月 福島県　郡山市 なし

第32回　全日本シニア選手権大会 平成27年11月 愛知県　刈谷市 貫井、小林、香川、小谷、高木

事業計画　　【総務部　東京都バドミントン協会関係】

○　日本、東京都、北区バドミントン協会登録　事務手続きを行う。
○　日本、東京都バドミントン協会主催大会への申込み手続きを行う。　

大会名称 開催日時 開催都市 参加者
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平成２７年度　事業計画 【記録として、平成27年度の事業計画を記す。】

○　長期スポーツ教室の開催
・北区バドミントン協会会員を対象にバドミントン教室を開催する。（計10回）

●　北区審判部員に東京都からの審判依頼を斡旋し、派遣する。
●　北区審判部会を年２回開催する。（打ち合わせ、講習会）
●　審判部員は、一年を通して募集しています。

○　ホームページ作成事業
●　北区バドミントン協会のホームページを作成、立ち上げ、会員及び北区バドミントン愛好家の
　　 皆さんに大会情報、　その他バドミントン情報を発信する。
●　平成２７年７月にホームページを開設した。

○　キダッチョ君普及事業
●　北区バドミントン協会非公認キャラクターの「キダッチョ君」について、普及プロジェクトを立ち上げ、
　　 北区バドミントン界に広く普及、認知させる。
　　 今後は、「キダッチョ君」を利用し、北区バドミントンを盛り上げる起爆剤とする。

○　その他
●　北区バドミントンに関わる、各種団体より依頼のあった事業については、理事会の承認後、受ける
　　 方向で活動する。

○　東京都主催、主管大会に審判員を派遣する。
○　東京都協会審判部　講習会に審判員を派遣する。
○　東京都障害者総合スポーツセンター主催　はばたきバドミントン大会に審判員を派遣する。　

事業計画　　【その他】　

事業計画　　【審判部】

○　北区審判部の活動

北区審判部員数 12 名
秀敏明、渡邊春男、伏間誠志、五十畑利枝、伊草幸子、岡野啓子

秀真理子、松永明子、真弓佳世子、池田観由、仲田絹代、大木千代子

4 2015/7/25 桐ヶ丘体育館 8 2015/11/28 桐ヶ丘体育館

桐ヶ丘体育館
3 2015/6/27 桐ヶ丘体育館 7 2015/10/31 桐ヶ丘体育館

2016/1/30 桐ヶ丘体育館
2 2015/5/30 桐ヶ丘体育館 6 2015/9/26 桐ヶ丘体育館 10 2016/2/27

番号 日時 会場
1 2015/4/25 桐ヶ丘体育館 5 2015/8/29 桐ヶ丘体育館 9

平成26年度スポーツ教室　みんなでバドミントン 平成28年3月 障害者総合スポーツセンター体育館

番号 日時 会場 番号 日時 会場

平成26年度スポーツ教室　みんなでバドミントン 平成27年9月 障害者総合スポーツセンター体育館 松永、秀真理子

ＮＨＫハートフェスタ 平成27年12月 北区滝野川体育館 森ほか9名

○　東京都障害者総合スポーツセンター関係バドミントン教室に指導員を派遣する。
行事名称 日時 場所 指導員派遣

平成26年度スポーツ教室　みんなでバドミントン 平成27年5月 障害者総合スポーツセンター体育館 松永、秀真理子

初心・初級者バドミントン教室【第3回】 平成27年10月～12月 北区滝野川体育館 毎週木曜日　計10回

初心・初級者バドミントン教室【第4回】 平成28年1月～3月 北区滝野川体育館 毎週木曜日　計10回

初心・初級者バドミントン教室【第1回】 平成27年4月～6月 北区滝野川体育館 毎週木曜日　計10回

初心・初級者バドミントン教室【第2回】 平成27年7月～9月 北区滝野川体育館 毎週木曜日　計10回

事業計画　　【競技普及部】

○　北区体育協会関係バドミントン教室に指導員を派遣する。
行事名称 日時 場所 備考
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長期スポーツ教室　開会式

定期総会開催

城北五区出場（荒川ＳＣ） 　　　大会風景（レディース大会）

大会風景（夏季大会）

平成２７年　協会行事の風景

参加者の皆さん 　　　　　会長挨拶

開催風景 理事長説明中

2015出場メンバー

-10-



北区バドミントン協会役員紹介（執行理事以上）

会長 秀  敏明 理事長 渡邊 春男 副理事長 佐々木洋子 

常任理事 森  暁美 

常任理事 野原真奈美 

常任理事 青木  薫 常任理事 井上 裕子 

常任理事 香川 昌子 常任理事 伏間 誠志 
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執行理事 若井  悟 執行理事 国府田春美 執行理事 大木千代子 

執行理事  

貫井 智一 

執行理事  

真弓佳世子 

執行理事  

磯野加代子 

執行理事  

松永 明子 

監事  半谷 要一 監事  高橋 公子 参与  岡島 ちり子 
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番号 氏名 所属

1 会長 秀　　敏明 日本化薬

2 理事長 渡邊　春男 ＮＢＦ

3 副理事長 佐々木　洋子 オリーブ

4 常任理事 競技普及部長 森　　暁美 城北クラブ

5 常任理事 総務部長（体協） 青木　　薫 あさひクラブ

6 常任理事 財務部長 井上　裕子 オリーブ

7 常任理事 レディース部長 野原　真奈美 オリーブ

8 常任理事 強化部長 香川　昌子 城北クラブ

9 常任理事 競技部長 伏間　誠志 日本製紙

10 執行理事 貫井　智一 ＮＢＦ

11 執行理事 真弓　佳世子 あさひクラブ

12 執行理事 磯野　加代子 あさひクラブ

13 執行理事 国府田　春美 オリーブ

14 執行理事 大木　千代子 オリーブ

15 執行理事 若井　　悟 日本化薬

16 執行理事 松永　明子 オリーブ

17 監事 半谷　要一 日本化薬

18 監事 高橋　公子 オリーブ

19 参事 岡島　ちり子 ラヴオールクラブ

20 理事 原　　啓介 ＢＣとち

21 理事 勝部　昇治 ＪＢＣ

22 理事 小林　弘美 ＡＢＣ

23 理事 駒宮　浩子 オリーブ

24 理事 近藤　智子 オリーブ

25 理事 染宮　文江 北クラブ

26 理事 秋元　千枝子 紅葉クラブ

27 理事 福島　次郎 魁☆じろー団！！

28 理事 渡辺　　林 シャトルコックス

29 理事 豊田　久美子 城北クラブ

30 理事 松本　かおる 城北クラブ

31 理事 宗像　トキ子 チームあわもり

32 理事 石丸　貴美江 トゥインクル

33 理事 大瀧　澄江 バドフライ

34 理事 北島　優哉 バドミントンすいしん

35 理事 五十畑　利枝 ラヴオールクラブ

36 理事 落合　栄子 北斗クラブ

37 理事 野中　アサノ ロッキー

38 理事 平井　アヤ子 ロッキー

39 理事 手嶋　　徹 日本化薬

40 理事 荒木　史恵 王子第一小学校PTA

41 理事 吉田　かおり 滝野川紅葉中学校ＰＴＡ

42 理事 金子　芳江 赤羽台西小学校ＰＴＡ

43 理事 藤岡　　恵 東十条小学校ＰＴＡ

44 理事 岡部　恵子 明桜中学校ＰＴＡ

平成２７年度北区バドミントン協会　役員

役職
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1 ロッキー 野中　アサノ

2 ラヴオールクラブ 草野　恵子

3 バドミントンすいしん 北島　優哉

4 バドミントンサークルとち 原　啓介

5 バドフライ 大瀧　澄絵

6 北斗クラブ 三村　敬司

7 日本製紙 伏間　誠志

8 日本化薬 秀　　敏明

9 トゥインクル 石丸　貴美江

10 チームあわもり 宗像　トキ子

11 城北クラブ 香川　昌子

12 ＪＢＣ 森　　暁美

13 シャトルコックス 渡辺　　林

14 魁☆じろー団 福島　次郎

15 紅葉クラブ 秋元　千枝子

16 北クラブ 染宮　文江

17 オリーブ 野原　真奈美

18 ＡＢＣ 小林　弘美

19 あさひクラブ 青木　　薫

20 ＮＢＦ 渡邊　春男

21 バローロ 鈴木　勇太

22 国立印刷局 三浦　啓之

23 明桜中学校ＰＴＡ 岡部　恵子

24 滝野川紅葉中学校 吉田　かおり

25 東十条小学校ＰＴＡ 村山　里美

26 王子第一小学校ＰＴＡバドミントン部 近藤　恵

27 赤羽台西小学校バドミントン同好会 金子　修一

28 王子第三小学校ＰＴＡ 山田　則子

29 王子小学校ＰＴＡバドミントン部 高橋　淳子

平成２７年度北区バドミントン協会　登録団体一覧

番号 クラブ名 代表者氏名

-14-



５．東京都体育協会創立５０周年記念特別功労表彰

６．東京都北区体育協会栄誉賞

７．北区スポーツ賞表彰

平成１７年 国府田　春美 香川　昌子

香川　昌子 貫井　智一

平成１０年 国府田　春美 国府田　春美

平成１４年 秀　　敏明 平成２６年 佐々木　洋子

平成２年 若井　　悟 平成２２年 国府田　春美

平成３年 織田　啓子 平成２４年 佐々木　洋子

昭和５８年 吉沢　寛治 国府田　春美

昭和６０年 佐々木　洋子 平成２０年 佐々木　洋子

昭和３６年 保土谷化学チーム 平成１８年 佐々木　洋子

昭和５７年 柳　　久男 平成１９年 織田　啓子

年度 団　体 個　人 年度 団　体 個　人

平成２６年 佐々木　洋子 秀　　敏明

平成２７年 森　　暁美

平成１３年 佐々木　洋子

平成１９年 半谷　要一

平成９年 永吉　美智子

平成１１年 浅香　恒男

平成３年 麻生　了輔

平成６年 粕田　耕司

昭和６１年 永吉　美智子

伊藤　秀代

平成２年 半谷　要一

昭和５５年 麻生　了輔 粕田　耕司

昭和５８年 浅香　恒男

昭和４６年 麻生　了輔

昭和５４年 山口　昌夫

昭和４０年 太田　　稔

昭和４１年 榎本　　守

榎本　　守 麻生　了輔

年度 栗田スポーツ賞 功労賞 功績賞

４．東京都体育協会表彰 昭和４２年 北区バドミントン協会　

昭和５６年 麻生　了輔

昭和６２年 北区バドミントン協会　

３．東京都教育委員会表彰 昭和４６年 榎本　　守

昭和６２年 麻生　了輔

平成　２年 北区バドミントン協会　

受　　　賞
１．文部大臣表彰（社会体育） 昭和５１年 榎本　　守

２．東京都知事表彰 昭和５０年 榎本　　守
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平成２６年　栄誉賞受賞

平成２６年度　スポーツ賞受賞

平成２７年栄誉賞受賞

功績賞　森さん受賞

貫井さん、佐々木さん、香川さん

香川さん賞状授与 貫井さん賞状授与

森さん賞状授与

受賞の風景

功労賞　佐々木さん受賞 佐々木さん、森さん受賞
功績賞　秀さん受賞

スポーツ賞受賞 佐々木さん賞状授与
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北区バドミントン協会　組織図  （平成27年度）

・競技大会の企画、運営を行う。

・大会周知（要項作成送付、北区ニュース）
・大会出場受付、組み合わせ作成、プログラム作成
・賞品手配、弁当手配、賞状手配
・当日大会運営
・結果表作成、会計報告書作成
・体育協会報告書作成

・レディース大会の企画、運営を行う。

・大会周知（要項作成送付、北区ニュース）
・大会出場受付、組み合わせ作成、プログラム作成
・賞品手配、弁当手配、賞状手配
・当日大会運営
・結果表作成、会計報告書作成
・体育協会報告書作成
・東京都レディース連盟派遣

・会の財務管理を担当する。
・年度前、予算書の作成を行う。
・通帳の管理を行う。
・年度終了後、決算書の作成を行う。

・会の総務を担当する。
・体育協会連絡員を務める。
・北区体育協会との連絡調整を行う。
・年度前、事業計画・予算書の提出を行う。
・各事業終了後の報告書作成、提出を行う。
・年度終了後、事業報告、決算書の提出を行う。
・北区体育協会行事出席者の人選、調整を行う。

・会の総務を担当する。
・年度前、登録（北・東京・日本）作業を行う。
・東京都協会連絡員を務める。
・東京都協会との連絡調整を行う。
・各種大会出場の書類作成、提出を行う。
・審判関係書類を審判部に転送する。
・城北五区の申請・手配等を行う。

・代表強化、人材発掘を担当する。
・代表戦の人選を行う。

・強化練習会の企画、実施を行う。
【体育館の確保、練習の連絡】

・競技の普及活動を担当する。
・競技普及活動の企画、実施を行う。

・障害者バドの指導者派遣を行う。
・初心者教室の指導者派遣を行う。

・審判に係る実務を担当する。
・東京都協会審判派遣依頼の調整、連絡を行う。
・障害者大会審判派遣依頼の調整、実行を行う。
・公認審判員更新の連絡、調整を行う。
・審判講習会の企画、実施を行う。

・常任理事、執行理事の担当については、理事会の承認をもって、変更することがある。
・執行理事の増員については、随時理事会の承認をもって受け付ける。

休養理事 部長（常任理事） 真弓佳世子

国府田、大木 渡邊春男 松永明子

（長期スポーツ教室）
若井　　悟

特命事業【キダッチョ君普及担当】 森　暁美

プロジェクトリーダー 松永　明子
審判部 担当理事

岡島ちり子
香川昌子

特命事業【ホームページ作成】
競技普及部 担当理事

プロジェクトリーダー 磯野　加代子
部長（常任理事）

強化部 担当理事

参与 部長（常任理事）
（都民大会、城北五区、青年大会、生涯大会、支部対抗）

貫井　智一

会計監事 会計監事 部長（常任理事） 真弓佳世子

半谷　要一 高橋　公子
渡邊春男 野原真奈美

財務の監査を行
う。

財務の監査を行
う。

部長（常任理事）

青木　薫

総務部
担当理事

東京都バド協会対策部

理事長を補佐する。
井上裕子

東京都バド協会
評議員を務め

る。 総務部
担当理事

北区体育協会対策部

副理事長 財務部 担当理事

佐々木　洋子 部長（常任理事）

部長（常任理事） 森　暁美

野原真奈美

青木　薫

井上　裕子

井上　裕子

東京都バド協会
連絡員を務め

る。 レディース部 担当理事
（レディース春季、秋季団体戦、クラブ・ＰＴＡ）

秀　　敏明 渡邊　春男 部長（常任理事） 松永明子

会務を統括する。 会務を執行する。

伏間　誠志

磯野加代子

北区体育協会
理事を務める。

東京都バド協会
理事を務める。

会　長 理事長 競技部 担当理事
（区民大会、新春大会、都民大会予選、麻生杯団体戦）
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キダッチョ君の紹介

プロフィール

名前 キダッチョ君（本名　ピエール北鳥）

生年月日 ２０☓☓年　☓月　☓日

出身地 東京都北区の秘密の洞くつ

長所 底抜けの明るさ

短所 暴走することがある

口癖 クェー

キダッチョ君に興味を持った方は、北区バドミントン協会ホームページへＧＯ！！

「キダッチョ君だクェ～　よろしクェ～」
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４５歳以上 渡邊　春男 伏間　誠志 貫井　智一

福島　次郎 中村　寿史

３５歳以上 石井　　巖 高島　　聡 斉藤　武一郎

北区代表選手（バドミントン競技　男子）

監　　　　督 秀　　敏明

一　　　　般 藤原　航平 日下　直人

第68回都民体育大会【バドミントン競技男子】

北　　区優　勝

平成27年5月１０日（日）　稲城市総合体育館

後列左から　中村、高島、貫井、斉藤、日下、福島、石井

前列左から　伏間、渡邊、秀、藤原
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0
貫井　智一 金城祐一郎-

3
渡邊　春男 24 - 22 清水　保則

2 21 - 14

2
石井　　巌 奥　　清人18 - 21

2
高島　　聡 21 - 12 徳井　清仁

1 15 - 21

0
中村　寿史 山田　　慎-

1
日下　直人 21 - 15 西平　　工

2 21 - 12

第68回都民体育大会春季大会（バドミントン競技） 平成27年5月10日

試合番号３８ ３回戦
北　区 2 - 1 世田谷区

川崎　裕一- -
2 23 - 21 0

伏間　誠志 丸山　　学 伏間　誠志

貫井　智一 21 - 15 岩崎　修二
2 21 - 9 03 3

渡邊　春男 21 - 13 今野　秀樹

糸　　敬生- -
2 21 - 18 0

石井　　巌 小川　壮司 石井　　巌

斉藤武一朗 21 - 14 佐々木　哲
2 21 - 18 02 2

斉藤武一朗 21 - 15 草刈　広光

川崎　礼央- -
2 21 - 17 0

中村　寿史 中村　浩二 中村　寿史

日下　直人 21 - 14 周東　和昌
2 21 - 14 01 1

福島　次郎 21 - 14 大八木祐雅

北　区 3 - 0 中央区北　区 3 - 0 小金井市

第６８回　都民体育大会（バドミントン　男子）　北区チーム　栄光の記録

第68回都民体育大会春季大会（バドミントン競技） 平成27年5月10日 第68回都民体育大会春季大会（バドミントン競技） 平成27年5月10日

試合番号１２ 　１回戦 試合番号２８ ２回戦

激闘プレイバック（1回戦） 

初戦は、小金井市との対戦。小金井市は、近年勝利が

なく、大丈夫そうな感じだったが、油断は禁物。 

初戦、福島、中村組を起用し、都民大会初出場の緊張

をやわらげる。序盤、福島の動きが固かったが、順当に

勝利。続く35歳、45歳も危なげなく勝利し、圧勝した。 

激闘プレイバック（2回戦） 

2回戦は、中央区との対戦。前年度ベスト８の強敵だが、

ここを倒して上位を狙いたい。 

一般は、エース日下、中村ペアで行く。危なげない試合

運びでキッチリと勝利。 

続く35歳も実力を発揮し、完勝。勝負の決まった45歳も

最後詰め寄られたが、勝利し、ベスト16に進出した。 

激闘プレイバック（3回戦） 

3回戦は、世田谷区との対戦。昨年のシードチームを

破った北区としては、絶対に負けられない相手である。 

一般の日下、中村ペアは、圧勝。 

35歳は、高島を都民大会初出場させ、高島、石井ペアで

挑む。 

第1ゲームは圧勝し、安心したが、2ゲーム目を奪われ

ちょっと怪しい不陰気に･･･ 第3ゲームはミスが多くリー

ドを許し、最後追いつめたが敗れた。惜しい試合だった。 

最後45歳で勝負。相手の清水さんは、全日本シニアの

上位常連者、北区の貫井さんも同じ上位常連者だから、

五分五分の勝負か・・・ 第1ゲームは、大接戦。延長

ゲームの末、北区勝利。 

1ゲーム取って、心に余裕ができた渡邊さん。2ゲーム目

はキッチリ勝利し、ベスト８に進出した。 

プロローグ 

３月に入り、すっかり春の温もりを感る季節となった平成27年3月22日（日）に北区都民大会代表選考会が開催された。 

一般、35歳以上、45歳以上のカテゴリーで、合計10名の代表選手を選考する。 

予選会を見事勝ち抜いたのは、一般、日下、高島組。日下さんは、香川県出身。実業団に在籍する有名選手で、現在、

北区在住であることから、近年北区のエースとして活躍していただいている。高島さんは、北区在住で、強化練習会に

参加していただいて知り合いになった。35歳になったばかりで、どちらのカテゴリーでも出場できるので、良い存在だ。 

35歳以上優勝は、斉藤、石井組。斉藤さんは、北区出身の生え抜きで、北区暗黒時代から一緒に都民大会出場してき

た仲間。最近は、全国大会も出場する程の実力者となった。石井さんも北区出身の生え抜きで、一年前の北区大会に

参加してくれたことにより人材発掘し、強化練習にお誘いして、知り合いになった。この一年、強化練習を一番頑張って

くれたのは、石井さんかもしれない。 

45歳以上優勝は、伏間、渡邊組。伏間さんは、富山から転勤で北区在住となり、北区大会、強化練習に参加してもらっ

た。今では、協会の常任理事もやっていただいている。渡邊は、新潟出身で、就職で上京し北区民となった。北区がめ

ちゃくちゃ弱っかった暗黒時代の選手生き残りであり、都民大会はすでに15回近く出場していると思う。 

以上6名は代表決定し、残り4名を協会推薦にて選考する。 

45歳以上は、貫井さんを選考。貫井さんは、全日本シニア優勝経験もある実力者。近年は、都民大会で活躍していた

だいているので、お願いした。35歳以上は、すでに3名いるので、追加なし。 

後3名は、一般から。一般準優勝の福島、藤原組を選考。福島さんも北区出身の生え抜き。じろー団というチームを率

いる親分。今後の活躍を期待しての選考。藤原さんも北区出身の生え抜き、まだ若く、未来の北区を背負う存在か！

藤原さんは、選考会後のミックス大会にも優勝し、これは活躍できると思い選考した。 

最後の1名は、例年なら池亀さん（北区在住で実業団所属選手）にお願いするのだが、今年は大人の事情で、勤務地

から出場するということに・・・。昨年の都民大会も活躍してもらっていたので、正直戦力ダウン。思案していると、元日

本リーガーが北区に引っ越してきたとの情報があり、ダメだと思うけど、一応聞いてみてもらったら・・・。なんと出場して

もらえることになり、即、お願いした。その中村さんは学生時代、日本一になり、その後、日本リーグでも活躍された実

力者。そんな凄い方に参加していただいただけでなく、強化練習で、みっちり特訓してもらった。 

以上10名の選手及び監督は、秀会長にお願いし、11名で都民大会に挑むことが決定した。 
 

そして大会当日を迎える。 
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貫井　智一 加藤　　考打ち切り
3

渡邊　春男 14 - 21 白木耕太郎
13 - 9

1
石井　　巌 山口　智史21 - 14

2
斉藤武一朗 17 - 21 藤瀬　一朗

2 21 - 19

1
中村　寿史 増田　　諒25 - 23

1
日下　直人 17 - 21 井出　和宏

2 21 - 14

第68回都民体育大会春季大会（バドミントン競技） 平成27年5月10日

試合番号４６ 　準決勝
北　区 2 - 0 調布市

1
貫井　智一 高橋　智尚22 - 20

3
渡邊　春男 21 - 15 荒木　康伸

2 17 - 21

2
石井　　巌 中島　真実-

2
斉藤武一朗 17 - 21 榎本　堅一

0 21 - 23

0
中村　寿史 長谷川悠滋-

1
日下　直人 21 - 16 荒川　博之

2 21 - 9

第68回都民体育大会春季大会（バドミントン競技） 平成27年5月10日

試合番号４３ 準々決勝
北　区 2 - 1 町田市

激闘プレイバック（準々決勝） 

ベスト８進出し、都民大会のポイントゲットは確定。あと

は、どこまで得点を伸ばせるか！未知のベスト４進出を

かけて町田市と対戦。過去、何度も負けている相手で、

いいイメージはないが、頑張る。 

一般の日下、中村ペアは実力通り完勝。 

35歳の斉藤、石井ペアは、北区の天敵、中島君と対戦。 

接戦し、勝てそうな場面もあったが、惜敗。やはり最後

45歳の勝負に・・・ 

45歳は、やはり全日本シニアでも上位の荒木さんが相

手。3回戦と同じパターン。1ゲーム目はキッチリ勝利し、

行けると思ったが、2ゲーム目はいつの間にか負けて

ファイナルに。。。 

ファイナルは、19-13で大量リード。安心ムードが漂った

が・・・・ 

相手の抵抗も激しくあれよあれよと点差を詰められ、気

がつけば20-20の延長ゲームに。。。しかし、追いついて

相手が安心したのか、最後は2点連取で何とか勝利。な

かなか簡単には勝てないと改めて痛感した試合であっ

た。しかし、この体験が後に役立つこととなるとは思いも

よらなかったのである。 

激闘プレイバック（準決勝） 

近年初めてのベスト４進出し、行け行けの北区チーム。 

もう失うものはない！！思いっきり戦うのみ。 

一般、35歳は同時に試合開始。 

一般は、日下、中村ペア。相手は、東京都代表で全国

大会に行く程の選手。楽な戦いは望めない。 

試合は最初から接戦。1ゲーム目取られるも、2ゲーム

目はキッチリ取り返し、ファイナルゲームへ 

ここも一進一退の攻防でついに相手のマッチポイン

ト・・・ 

しかし、ここから強いのが北区。ハラハラしながらも追い

つき延長ゲームに。ここからは、マッチポイントの取り合

いで、どちらが勝ってもおかしくない展開。しかし、最後

は北区が振り切り、大一番を見事勝利した。大会一番

のベストバウトだったのでは。。。 

35歳は、斉藤、石井ペア。相手は2人共全日本シニア上

位入賞者。はっきり言って部が悪いと思っていたが・・・ 

1ゲーム目はしぶとく食い下がるも敗れ、しかたないと

思ったが、2ゲーム目を接戦で奪取し、勢いが完全に北

区に・・・ 
ファイナルゲームは勢いそのままにリードを奪い、逃げ
切り！ 
大金星を挙げ、北区を決勝進出に導いた。 
 

45歳は、貫井、渡邊ペア。相手は、2人共全日本シニア優勝経験者。北区貫井さんも優勝経験者だから、ピンチの渡邊・・・ 

一般、35歳が接戦のことから、並行で試合開始。 1ゲーム目は、完全に渡邊が委縮し、敗退。 

2ゲーム目はこれではダメだと無心で挑む。しかし、隣のコートで行われている他の試合が気になって仕方がない。  

横目で応援しながら、まず一般が勝利。 「よし！！」 

続いて、35歳がリードしマッチポイント。正直、自分の試合は気もそぞろ・・・35歳が勝利の瞬間、渡邊ガッツポーズ！！ 

45歳の試合は打ち切りとなり終了。 

たぶん、打ち切りになった試合も北区が逆転しただろうに・・・ 
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1
貫井　智一 石田　　満22 - 20

3
渡邊　春男 12 - 21 下野　博栄

2 21 - 17

2
石井　　巌 土屋　憲法-

2
斉藤武一朗 8 - 21 大貫　　勝

0 13 - 21

0
中村　寿史 水迫　拓摩-

1
日下　直人 23 - 21 菊池功太郎

2 21 - 17

第68回都民体育大会春季大会（バドミントン競技） 平成27年5月10日

試合番号４７ 　決勝
北　区 2 - 1 八王子市

激闘プレイバック（決勝戦） 

ついに決勝進出した北区チーム。相手は、昨年敗退している

八王子・・・リベンジを果たしたい。 
一般は、日下、中村ペア。中村選手は、本日6試合目で、疲
労があるかもと思ったが、足をつりながらもキッチリ勝利。 
35歳は、斉藤、石井ペア。準決勝の疲労が激しく、また、相
手も強かったため敗退。いたしかたない結果であった。 

1-1で勝負は45歳以上に。 
昨年も同じパターンで敗退しただけに何とかしたい。 

45歳は、渡邊、貫井ペア。両者とも今日5試合目。満身創痍

だが、気力で頑張る。 
1ゲーム目は、渡邊の足がつりそうになり、かばいながらのプ
レー。 
当然、通用する訳なく、あっさり敗退。 

2ゲーム目は、どうせ負けるなら、足も壊れろ！と渡邊が開き

直り、頑張った結果、なんとか取り戻す。アドレナリンが出た

のか、足も気にならなくなった。 

エピローグ 

第68回都民体育大会バドミントン競技（男子）は、北区チームが60年ぶりの優勝という結果となった。 

大会後、赤羽で行った祝勝会では、最高に美味しいお酒が飲めました。みんなも美味しかったでしょ？ 

正直、狙った優勝ではない。最悪ベスト８が目標だった。ただ、準々決勝からのチームの勢い・チームワークは、すばらし

いものがあり、全てが噛み合った結果だったと思っている。 

年間を通して、強化練習会を開催し、4月にはテストマッチ大会を開催。練習試合を行いプレー及びチームワークの強化を

計った。練習会では忙しい中、選手達が積極的に参加していただき、良い練習がたくさんできた積み重ねが優勝という結

果を残せた要因だと思っている。 

来年もこのメンバーで二連覇を狙いたい！と言いたいところだが、北区にはまだまだ良い人材が揃っています。  

3月には都民大会予選を開催し、勝ち抜いた勝者を中心に新チームを作りたいと思っている。選手間で切磋琢磨してもら

い、更にレベルアップしたチームで二連覇を狙いたいと思います。 

今回は、選手の中で、藤原さんを起用できなくて大変申し訳ないと思っています。是非、来年も予選を勝ち抜き、北区代表

になって活躍していただきたいと思います。 

最後に、選手、関係者の皆様に感謝の意を表し、今後共、北区バドミントン協会発展の為に御協力いただけますようお願

い申し上げます。 

                                                          （文  理事長 渡邊春男） 
 

注： 激闘プレイバックは、渡邊の記憶を呼び起こし書いたものです。妄想も入り、事実と違う部分もあるかと思いますが、  

   ご容赦願います。 
 
 

そして運命の第3ゲーム。序盤、八王子チームが猛攻。あっという間にリードされて後半へ。途中もリズムを掴めず、気が

つけば20-13で八王子のマッチポイント。会場の誰もが、八王子の二連覇を想像したであろう。 

しかし・・・・ 

ここから、じわじわと北区が粘る。14点、15点、16点。追いつけそうな感じを作り出す。 

次のプレー。八王子のプッシュを渡邊がネット前へ落とす。 

あー  ネットにかかる・・・ 

やばいと思ったが、きれいにネットを越え、エースポイント！ 

これで17-20に。完全に八王子ペアが冷静さを失い。18点、19点、20点と一気に同点とし、延長ゲームに。 

北区チームは完全に行け行けムード。しかし、ここで準々決勝の経験を思い出す。 

「ここで安心してはいけない」 

更に気合を入れプレーし、ついに逆転でマッチポイント！ 

ここまで、連続でサーブをしたのは貫井選手。ショートサービスを打ち続けてきた。相手も焦って、ショートサービスを狙って

いる。 

最後は、相手をあざ笑うかのようなロングサービスが見事に決まり、大、大、大、大逆転で勝利をゲットし、優勝を勝ち取っ

た。 
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優勝旗

優勝メダル

（表・裏）

表彰状
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都民大会のスナップ写真

喜びの秀会長

喜びの渡邊理事長

調子にのる理事長

女子も頑張りました
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平成27年度第2期の生徒さんと（Ｂクラス）

その他の思い出

城北五区大会　初優勝！！
平成24年6月10日　豊島区立豊島体育館

初心者教室開催

平成27年度第2期の生徒さんと（Ａクラス）
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第68回都民体育大会優勝祝賀会兼北区バドミントン協会創立６０周年記念式典

日　時　　　　　平成２７年１１月７日（土）　１８：３０より
場　所　　　　　レストランけやき（北区滝野川会館　Ｂ１Ｆ）
記念品　　　　　６０周年記念　フォトフレーム（カレンダー・温度計・時計付）
　　　　　　　　　都民大会優勝記念　　優勝記念フェィスタオル（キダッチョ君）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優勝記念フェィスタオル（キダッチョ君・選手名入り）選手のみ配布
参加者　　　　　３７名

実行委員会
理事長　渡邊　春男　　常任理事　青木　　薫　　常任理事　井上　裕子　　執行理事　真弓　佳世子
執行理事　磯野　加代子

記念誌発行日　　　平成２７年１１月７日

表紙のシンボルマークは、故麻生了輔氏が発案し、若井悟氏が作画したものです。
裏表紙は、キダッチョ君エンブレムです。

あとがき
 都民体育大会の優勝は、北区バドミントン協会関係者のみならず、北区体育協会、東京都協会

関係者の方々からの反響も大きく、改めて偉業だったんだと実感したところである。 

 この偉業を讃え、祝勝会を開催しようと理事会に提案し、今回、開催の運びとなった。 

 又、本来ならば、昨年（平成２６年）が北区バドミントン協会創立６０年の節目の年であったが、

麻生前会長がご逝去されたこともあり、喪に服し、記念行事は行わないこととしました。しかし、今

回、都民体育大会優勝祝賀会を開催するにあたり、同時に創立６０周年もお祝いしようということ

になりましたので、合わせて開催させていただきます。 
 

 記念誌は、当初考えていなかったのですが、節目に記録的な書き物を残すことは、後々役に立

つだろうと考え、急遽発行することにしました。 

 内容は、都民体育大会の記録、協会の歴史、現在の協会について、及び麻生前会長を偲ぶと

いう内容になっている。 

 短い期間で書き上げた為、内容に誤りがある可能性が高いですが、その際は、ご容赦願います。 

  

 今回、記念誌を発行するにあたり、協会の歴史、生い立ちを再確認することができました。６０

年間諸先輩方が積み上げてきた協会の歴史を穢さないように、さらに良い協会となるように邁進

して行きたいと思います。今後共、各位様のご支援、ご協力よろしくお願いします。  

  

 今回の記念誌は、簡易記録的なものとなりましたが、次回（７０周年）時は、しっかりしたものを

作成したいと思います。その時まで私がいるかわかりませんが、その際は次世代の方にお願いし

たいと思います。 

  

  本日は、北区体育協会関係者様、協会役員様、各クラブ代表者様、そして代表選手の皆様、

お忙しい中御参加いただきありがとうございます。 

 今宵は、短い時間ではありますが、都民大会優勝、６０周年記念のお祝い、麻生前会長を偲ぶ

宴を盛大に開催したいと思いますので、楽しんでいただければと思います。 
 

 最後に、祝勝会の実行委員として、青木常任理事、井上常任理事、真弓執行理事、磯野執行

理事の協力を得て準備してきました。お力を貸していただき、ありがとうございました。 
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