
バドミントン部 Badminton

◆バドミントン部紹介

バドミントン部は昭和４９年に愛好会として発足し、同好会を経て５１年に正式な部として活動を
開始しました。創部から４０年を経て多くのＯＢ生を送り出してきました。先輩たちの努力によって
県大会出場を果たし、東海大会出場や全国大会に進むこともできました。今後は、卒業生先輩や地域
との連携を密にして、これまでの歴史をより発展させたいと考えています。

◆活動現状

部活動を通じて心身を鍛え、友情を深め、目標に向け努力を持続する姿勢を養うことは、高校生活
をより充実したものにすると考えています。バドミントン部では、学習と部活動の両立を念頭にしっ
かりとした練習を続け、県大会やより上級の大会で目指しプレ－をすることを目標としています。卒
業後も大学や地域で活動を続け、それぞれのかたちでドミントンに関わりを持ち続けることを期待し
ています。将来、様々な分野で活躍できる下地を高校時代に創り上げることを目標としています。

【平成２７年度部員】 【活動状況】
男子部 女子部 体育館での練習 Ａ週とＢ週を交互に行っています。

３年生 ６名 ７名 Ａ週 授業後 月・水・金 授業前 火・木
２年生 ３名 ５名 Ｂ週 授業後 火・木、 授業前 月・水・金
１年生 １８名 ８名 授業前の練習は、補習授業などがあるため自主練習です。

練習時間とコート数の制約もあり、平日は基礎練習が主です。体育館使用できない日は、ランニン
グなどトレーニングが主体です。土・日や長期休業中は、ゲーム練習など実践的な練習や他校との練
習試合を行っています。また、新日鐵住金名古屋体育館やアスカム体育館を借りて、校外で練習を行
うこともあります。

スマッシュ練習 フットワークワ－ク練習（手投げノック）



◆本年度の高体連関係の今後の活動予定（２０１５年度 ７月以降）

◇新人体育大会知多・名南支部予選
９月１９(土)～２６(土) 露橋スポ－ツセンタ－、東海市民体育館 ほか
同 県大会 １０月３１(土)～１１月３日 常滑市民体育館、天白スポ－ツセンタ－ ほか

◇学年別バドミントン大会 １月 ９(土)～１１(月)、２３(土) ＊会場日程詳細未定

【その他の大会日程】
・全知多バドミントン大会 １０月
・知多名南高等学校バドミントン大会 １２月２３(水)、２４(木)

◆本年度の高体連関係の活動結果（２０１５年度）

◆第６９回総合体育大会（インタ－ハイ知多・名南支部予選会）

学校対抗戦 男子 支部予選敗退（６位）

女子 知多名南支部予選２位、県大会５出場

個人戦 男子 ダブルス１組 シングルス１名
県大会出場

女子 ダブルス３組 シングルス３名 大府市民体育館 2015 5／ 3

◆昨年度の活動記録（２０１４年度）

【高体連連関係】
◆第６８回総合体育大会（インタ－ハイ県予選）
学校対抗戦 男子 支部予選敗退 個人戦

女子 知多名南支部予選準優勝 県大会出場 男子 複２組 単 ４名
県大会準決勝進出（ベスト４） 女子 複３組 単 ３名

◆新人体育大会 個人戦
学校対抗戦 男子 支部予選敗退 県大会出場 男子 複 1 組 単 1名

女子 支部予選 準優勝 女子 複 2 組 単 ３名
県大会（ベスト８）

◆学年別大会
１年女子 ダブルス 県大会５位
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【その他の活動結果】
・全知多大会 女子ダブルス 1 部 準優勝
・知多名南高等学校バドミントン大会 女子団体戦 1部 準優勝
・半田市体育大会バドミントン競技 女子団体戦 優勝
・埼玉オ－プンバドミントン大会出場



◆活動の記録 過去５年間の主な戦績

男子部 女子部

学校対抗戦 個人戦県大会 学校対抗戦 個人戦 県大会

支部予選 県大会 支部予選 県大会

新人体育大会 準優勝 県大会出場 複２組進出 準優勝 ベスト８ 複３組進出
２ 単２名進出 ５位 単２名進出
５
年 総合体育大会 ３位 ベスト８ 複３組進出 ３位 ベスト８ 複２組
度 （６７回大会） ５位 単２名進出 ５位 単２名

学年別大会 １年生複９位、２年生複９位、単９位 １年生複３位、単５位 、２年生複９位

その他の大会 知多名南大会優勝（Ⅰ部，Ⅱ部とも）

新人体育大会 ３位 ベスト８ 複２組進出 ４位 県大会出場 複２組進出
２ ５位 単１名進出 単１名進出
４
年 総合体育大会 ３位 ベスト８ 複２組進出 ベスト８ … 複１組進出
度 （６６回大会） 単２名進出 単１名進出

学年別大会 １年生複９位

その他の大会 全知多大会優勝・知多名南大会３位 全知多大会準優勝

２ 新人体育大会 準優勝 県大会出場 複２組進出 ４位 県大会出場 複１組進出
３ 単３名進出 単２名進出
年
度 総合体育大会 ３位 県大会出場 複２組進出 準優勝 ベスト８ 複２組進出
（６５回大会） 単２名進出 単３名進出

学年別県大会 ２年生複５位、１年生複９位 ２年生複５位、２年生単３位

その他の大会

２ 新人体育大会 準優勝 ベスト８ 準優勝 準優勝 複２組進出
２ ５位 東海大会７位 単３名進出
年
度
総合体育大会 準優勝 ベスト８ 優勝・インタ－ハイ ベスト８ 複２組進出
（６４回大会） 出場 複２組進出 単３名進出

単４名進出

学年別大会 １年生複９位 ２年生複５位、２年生単５位、１年生単５位

２ 新人体育大会 準優勝 ベスト８ 複２組進出 ５位 … 複２組進出
１ ５位 単３名進出 単３名進出
年
度 総合体育大会 優勝 ４位 準優勝・インタ－ハ ５位 … 複１組進出
（６３回大会） イ出場 複２組進出

単４名進出

学年別大会

沖縄水産高校体育館（Ｈ２２ ７／３１） 三重県営サンアリーナ ２０１１年（Ｈ２３ １／２２）



◆横須賀高校バドミントン部の一年＆フォトギャラリー

４月 部活動登録：新入部員を迎え新しい学年がスタ－トします。
総体支部予選（総合体育大会知多・名古屋南支部予選会）が始まります。
★３年生は最後の大会、これまでの思いを込めてがんばります。

５月 総体県大会（イタ－ハイ県予選）
★高校での部活動の総決算の試合、３年生最後までがんばりました。

←天白SCで 2014

別れ会恒例のビッグパフェ 20ｃｍ
６月 ３年生部活動打ち上げバ－ベキュ－

★ＯＢも集まって楽しい１日
３年生終われば受験勉強もスタ－ト！

東海市しあわせ村公園で ２０１4 ６／８↓

◆国体予選 ６月の国体予選から２年生中心の新チ－ムがスタ－トします。

７月 夏休み強化練習：暑い体育館！ ８月 ＯＢ会：例年数十名の卒業生が集まります。
★夏休みの練習が秋のチ－ム力の基盤を 昼はゲ－ム、夜はＯＢの親睦会

つくります。

本校体育館で ２０１4 ８／１６↑



９月 新人戦知多名南支部予選（選抜大会支部予選）：新チ－ムスタ－トの試合！

１０月 新人戦県大会 １１月 全知多大会
★秋は大会が続きます。上位進出、優勝目指してがんばります！

◆秋の練習 体育館でのゲ－ム練習やランニング
各自の課題の克服と競技力のアップを目指して練習に取り組みます。

ランニング ボ－リング大会

ランニング中の道草

１２月 知多名南高等学校バドミントン大会（クリスマスカップ）
★一年締めくくりの大会、団体戦形式で全部員が出場します。
終われば、冬休みにお正月

← クリスマスカップ優勝 知多市民体育館で留学生のステファニ－と

２０１１ １２／２５



１月 学年別大会：全県での個人戦（単複）の大会
★同じ頃、３年生はセンタ－試験みんながんばれ！

３月 卒業式と３年生お別れ会
★卒業生とＯＢも集まり試合と親睦会を
します。 大学に、予備校に？
みんな巣立っていきます。

◆お花見：学校、近くの公園でお花見
まもなく入学式､いよいよ新入生を迎え新学年がスタ－トます。

２０１５ 全員です！ ２０１５ ６／８






