
1月7日 ◆小学生スマイル大会◆
1月9日 ◆茨城県中学一年生大会◆

男子シングルス　・・・　準優勝：陸　／　ベスト8：あらだい　／　ベスト16：くぼかい、ワタル、カケル
女子シングルス　・・・　準優勝：ゆうみ

1月28日 ◆第２回阿見町長杯　小学生オープンバドミントン大会◆
●5年男子　・・・　シングルス：優勝（しゅんすけ）、ベスト８（ヒカル）
●4年男子　・・・　シングルス：準優勝（しゅんや）、第三位（しょうたろう）

／　ダブルス：優勝（だいき・じゅん）
●6年女子　・・・　シングルス：第三位（みはる）
●5年女子　・・・　シングルス：準優勝（みずき）、ベスト16（たま）　／　ダブルス：ベスト8（りな・みな）
●4年女子　・・・　シングルス：ベスト16（朱里）
個人のポイント総合で、ちびバドは団体準優勝を飾りました。おめでとう！

　インフルで体調を崩す子が多い中、阿見オープンでは

　ちびっこたちが元気に活躍してくれました。

　昨年は総合３位！

　今年はさらに飛躍の、堂々　第２位！！

　個人の活躍もさながら”みんなの力”というところが、

　とっても楽しい。素晴らしい。

　阿見地区の皆さん、寒い中ご苦労様でした。

　お世話になりました。　（ひなた）

平成24年　ちびバド活動記録

成人式を迎

えたＯＢ達

と！！ 



2月5日 ◆第6回茨城県スポーツ少年団バドミントン大会◆
●5年以下男子シングルス　・・・　第三位（しゅんや）、ベスト8（しゅんすけ、しょうたろう）
●6年女子シングルス　・・・　第三位（みはる）
●5年女子シングルス　・・・　ベスト8（みずき）

2月11日 ◆ゴーセンカップ（小学生低学年）◆
大会の詳細は別ページにあります。
●3年男子シングルス　・・・　準優勝（しょうたろう）
●2年男子シングルス　・・・　ベスト8（サトル）
●1年男子シングルス　・・・　第三位（けんしん）
　年々レベルが高くなってきたゴーセン！

　それでも低学年ならではの、

　あどけない表情で

　真剣にシャトルを追う姿が微笑ましい。

　我クラブでは、

　大きな声で元気プレーを発揮した

　あきらちゃんが印象に残りました。（ひなた）

2月12日 ◆中学生スマイル大会◆
男子シングルス　・・・優勝（ひろだい）、準優勝（陸）、第三位（あらだい）、ベスト8（くぼかい）
男子ダブルス　・・・　第三位（ふじかい・よっちゃん）、第三位（ジンボ）、ベスト8（イケダ・アサカワ）
女子シングルス　・・・　優勝（ゆうみ）
女子ダブルス　・・・　ベスト8（マイ・リナ）

3月17日 ◆第23回　下妻市近隣中学校バドミントン大会◆
男子シングルス　・・・　優勝：ひろだい　／　第三位：くぼかい、陸
男子ダブルス　・・・　準優勝：ふじかい・よっちゃん　／　第三位：イケダ・アサカワ
女子シングルス　・・・　優勝：ゆうみ

3月17日 ◆第29回茨城県小学生バドミントン大会（高学年）◆
　・18日 大会の詳細は別ページにあります。

●6年シングルス　・・・　女子：第三位（みはる）
●5年シングルス　・・・　男子：第三位（しゅんすけ）　／　女子：ベスト8（みずき）
●4年シングルス　・・・　男子：優勝（しゅんや）　／　女子：第三位（朱里）
●4年ダブルス　・・・　男子：準優勝（だいき・じゅん）

　小学6年生にとっては最後の大会とのこともあり、

　どのチームの子供達も、この大会にかける

　意気込みが感じられる大会だったと思います。

　その中で6年生のみはるが女子シングルで

　三位入賞！！　おめでとう。

　練習は嘘をつきません。

　また、大会一日目の試合終了後、

　モップがけをした子供たち！！

　私の中では大会MVPです。　（あらい）

3月20日 ◆小山オープン◆
3年以下男子シングルス　・・・　優勝：しょうたろう

3月24日 ◆三条クラーク杯◆
6年女子シングルス　・・・　準優勝：みはる

3月24日 ◆卒業合祝◆
　・25日 昨年は震災で中止となった『お別れ合祝』　そのせいか今年はOB達もほぼ全員顔を出し

明野高校　MCさん　UDCさん　福島さん　プライドさん　三和高校さん　近隣高校生を迎え　ナント総参加120人超。
二会場での盛大に充実した強化練習二日間となりました。参加していただいた皆様に心から感謝申し上げます。
引退する中３メンバー、高３メンバー　それぞれの輝く未来に向かって頑張って下さい。
たまには、また　ちびっこ達に会いに来て下さい。
今まで　ホント　ありがとう。　（ひなた）



3月24日 ◆卒業合祝◆
・25日



4月8日 ◆阿見中学校と合同練習◆

お世話になりました！

4月30日 ◆中学生春季大会◆
男子シングルス　・・・　ベスト8：陸
男子ダブルス　・・・　つるとも・あらだい

5月3・4・5日 ◆ちびバド合宿◆

5月19日 ◆ヨネックス埼玉オープン大会◆
●６年男子シングルス　・・・　ベスト16：しゅんすけ
●５年男子シングルス　・・・　ベスト8：しゅんや
●４年男子シングルス　・・・　ベスト16：しょうたろう

5月26日 ◆関東ブロックスポーツ少年団種目別交流大会 バドミントンの部県代表社選考大会◆

女子シングルス　・・・　第三位：みずき

5月27日 ◆小学生県団体戦◆

小学女子団体出場

はい、ぼ～ず！！！ 



5月27日 ◆若葉カップ茨城県予選会（小学団体戦）◆
小学男子団体　・・・　優勝

予選を勝ち抜いて若葉カップ本戦に出場しました！

6月9日 ◆パナホームカップ　第13回全国小学生ABCバドミントン大会茨城県予選会◆

●男子シングルＡ　・・・　第三位：しゅんすけ　
　　　　　　　　　　　　　　　 ベスト8：しゅんや　
　　　　　　　　　　　　　　 　ベスト8：だいき

●男子シングルB　・・・　準優勝：しょうたろう　
　　　　　　　　　　　　　　　 ベスト8：サトル

●男子シングルＣ　・・・　準優勝：けんしん

大会の詳しい結果は別ページにあります。

6月16日 ◆茨城県中学校総合体育大会バドミントンの部　６校合同予選会◆



6月30日・ ◆中学生　ちびばど合宿◆
　7月1日 さあ！　中学生　地区予選に準備オッケー！！

7月6日 ◆中学生　総体県西大会◆
　・7日

7月6・7日 ●男子団体　・・・　優勝：明野中　／　準優勝：結城中



●女子団体　・・・　ベスト8

『勝プロセス』
６冠中４冠という素晴しい結果
中でも男子の部は 団体優勝があの子たちの目標だったのを見事に実現し、
さらに個人シングルス優勝・準優勝・４位、ダブルス優勝・ベスト8　ちびばど男子たった９人で県西地区男子バ
ドの頂点です。
結城中の活躍も含めればちびばど男子総合優勝です。
たかが地区、されど「優勝」は努力無しにはありえない。
下手くそなこども達でも、頑張り続ければ栄冠を勝ち取ることが出来ること自ら証明してくれた。
私自身も指導者の資質もなにもないが、こども達への気持ちと情熱は誰にも負けない。
昨年の夏、新体制でスタートした頃、一年後のこの光景は想像も出来なかった。
負けてばかりで挫折の繰り返し・・不安で逃げ出しそうな時も、それでもじっと練習に耐え頑張りぬいたこども達。
春になる頃から少しずつ 顔に「自信」がついてきた。
・・試合前に 勝プロセスの話をした・・
必ず苦しい場面に何度も追い込まれる。しかし追い込まれた時こそがチャンスだ。
耐えていれば必ずチャンスはくる。途中で投げ出さず自信をもって堂々と続けることだ。
みごとに勝ちプロセスをやってのけたこども達。一試合ごとに強くなる。
この下手くそちび軍団が大きな化けものに進化した地区予選会。
そしてこの勝利の中のもう一つの喜びは結城中の活躍。
昨年の秋から、神保池田得能浅川がちびばどのメンバーに加わった。
ずっと秋からともに練習してきた仲間　団体 準決勝。浅川の活躍。神保池田の大逆転劇。明野中と結城中
夢が現実となった決勝戦。
この大会の栄光の為シナリオが出来ていた・・のか。これもまさしく勝プロセス。
震災の時もお世話になった。塚本先生の存在。
今になってなんか運命的なもの　また感じてしまう。
さあ県予選、無くすものなど何もない。たんたんと　ただ たんたんと 信じていこう。
その先にきっと光が見えてくるはずだ。　　（2012.7/8　ひなた）

●男子シングルス　・・・　優勝：ひろだい　／　準優勝：陸　／　第三位：くぼかい　／　ベスト8：アサカワ
●女子シングルス　・・・　優勝：ゆうみ
●男子ダブルス　・・・　優勝：ふじかい・よっちゃん　／第三位：ジンボ・イケダ　／　ベスト8：つるとも・あらだい
●女子ダブルス　・・・　ベスト10：マイ・リナ



7月14日 ◆第五回 関東小学生オープンダブルス大会◆

7月24・25日 ◆中学生　総体県大会◆
男子シングルス　・・・　ベスト8：ひろだい、陸

大地鶴よしきカイトたちの県予選が終わった。

特にこの一年。あっという間だった。

あどけない小さい頃からいつも一緒。

７人兄弟のように明るく仲良い７人。

勝てなくて辛い時も悔しさも言葉にせず励まし合い？

どんなキツイ練習も、いつでも７人は体育館にいた。

ぼうず記念日・６月の誰かのリタイヤ・・誰一人

責めることなく皆 受け入れた。皆で乗り越えてきた。

この信頼関係、チームワークこそが７人の強さだった。

勝負に勝つことより大事な心の成長が私には嬉しい。

今までありがとう。大地おまえ達は私の大事な宝です。

（2012.7.24.25ひなた）

7月27日 ◆第28回若葉カップ全国小学生バドミントン大会◆
　～29日 小学生男子 出場

　若葉へ挑戦！全国若葉カップ

　予選リーグ１回戦、緊張の中にも楽しく一勝。

　２回戦。こども達全員の可能性に賭ける。５戦全部勝負のオーダー。

　だからこそ全国若葉のコートに立つ意味がある。と考えた。

　こども達の顔に緊張がみえる。会場の応援声援も最高潮。

　やはり予想通り一戦一戦が厳しい試合となる。

　しかし‘覚悟’を決めた顔に迷いはない。

　任された対戦に全員真剣に全力で取り組む。

　あきらめられない。自分のため皆のため 転んででもシャトルを追いかける。

　結果は2勝-3敗。予選2位敗退

　対戦後の子ども達の顔は、悔しさと精いっぱい戦ったという充実感で輝いていた。

　挑戦。一歩踏み出す勇気。そこに価値がある。予選リーグ敗退。けれど次へつながる敗戦だ。

　‘全国’という大舞台でしかも仲間と団体戦を経験できたことが、これからの子ども達の自信になる。

　実際、平常心を保てないほどの割れんばかりの大声援のあの体育館で１０人のこども達は、

　背中に『茨城明野ちびバド』を背負いファイナル戦、最後までよく戦った。

　対戦後、会場の前で、保護者への感謝と「来年は絶対決勝トーナメントへ」と宣言し、

　クマゼミの暑い京都を後にした。

　　（2012.7.30　ひなた）



8月2日 ◆全日本ジュニア大会 茨城県予選◆
女子シングルス　・・・　第三位：ゆうみ

8月18日 ◆全国小学生バドミントン選手権大会茨城県予選会◆
　・19日 大会の結果の詳細は別ページにあります。

６年男子シングルス　・・・　準優勝：しゅんすけ　／　第三位：ヒカル
５年男子シングルス　・・・　優勝：しゅんや　／　第三位：じゅん　／　ベスト8：だいき
４年男子シングルス　・・・　準優勝：しょうたろう　／　ベスト16：ゆうき、サトル
６年女子シングルス　・・・　ベスト8：みずき　／　ベスト16：たま
５年女子シングルス　・・・　ベスト16：朱里、明香理
４年女子シングルス　・・・　ベスト16：あきら、るな

　男子５人シングルが関東予選会へ夢をつなぎました。

　是非関東を経て全国へと貪欲に挑戦してほしいですね。

　るな、ゆうき、ケンシン　あきら　しほ　女子ダブも

　全力で『頑張る力』見せてくれました。

　お盆の自主練ならぬ強化練習の成果が出たかな・・　（ひなた）

8月25日 ◆中学 北関東大会県西地区予選・シード決◆
　・26日 男子団体　・・・　優勝

女子団体　・・・　準優勝
男子シングルス　・・・　優勝：陸
女子シングルス　・・・　優勝：ゆうみ　／　準優勝：みはる
男子ダブルス　・・・　準優勝：くぼかい・あらだい
女子ダブルス　・・・　第三位：あいり・ゆみ

8月26日 ◆小学　少年団団体戦◆
大会の詳細は別ページにあります。
男子団体　・・・　優勝
女子団体　・・・　ベスト8

9月16日 ◆中学 北関東茨城県予選会◆
女子シングルス　・・・　準優勝：ゆうみ
男子ダブルス　・・・　第三位：くぼかい・あらだい

9月29日 ◆六校合同大会（中学新人戦予備選）◆



10月8日 ◆第11回ちびバドオープン大会・中高団体の部◆
大会結果の詳細は別ページにあります。

女子団体　・・・　優勝：鹿嶋　／　準優勝：ちびバドＢ　／　第三位：茗渓学園、下妻中

男子団体　・・・　優勝：ちびバドＡ　／　準優勝：県西ＯＢ　／　第三位：鬼怒商業、館一・岩日



10月12日 ◆中学新人戦県西地区予選会◆
　・13日 男子団体、女子団体（共に優勝）

男子シングルス→陸、カケル、ワタル／男子ダブルス→くぼかい・あらだい
女子シングルス→ゆうみ、みはる／女子ダブルス→あいり・ゆみ
以上の団体・個人が県大会へ出場を決めました。

10月20・21日◆小学　関東大会◆

10月31日・ ◆中学新人戦茨城県大会◆
11月1日 男子団体　・・・　準優勝

女子団体　・・・　ベスト8
男子シングルス　・・・　第三位：陸
女子シングルス　・・・　第三位：ゆうみ

県新人戦男子団体　快進撃　堂々の第2位！

あれだけ兄弟のように？仲良かった中3が引退し、突然ガランとした体育館
おそらく心の奥　整理がつかないまま・・それでも戦いは次々とやってきて・・所在なく、夏から大会等をこなして
きた。遅いようだが　今　この県新人戦で　やっと心の整理と自覚責任が顔にでた。

ふっきれた。コートの中のプレーに多少自信が見えてきた。
毎年各学年状況は違う。本当にまだまだ未熟な2年だが 本人たちなりに一生懸命悩み苦しみも努力もしてい
る。今回　そんなこども達に　天の神様が‘頑張れ’とご褒美をくれた。

この心身ともに成長する過程が私には何よりのご褒美だ。

この可愛い笑顔とも来年夏まで・・だ・・悔しさも辛さも 存分に楽しもう！！

2012.11.1ひなた



11月3日 ◆第11回ちびバドオープン大会　個人の部◆
　・4日 皆様のご協力のお陰で、今年も無事に終えることができました。ありがとうございました。

大会結果の詳細は別ページにあります。

11月10・11日◆小学生　関東オープン大会◆

11月18日 ◆第３回 ＭＣジュニアオープン大会◆
男子シングルスＡクラス　・・・　第三位：しゅんすけ　／　ベスト8：しゅんや
男子シングルスＢクラス　・・・　ベスト8：しょうたろう

11月23日 ◆第６回 鶴ヶ島Angels バドミントンダブルス大会◆
男子ダブルスＡクラス　・・・　第三位：しゅんや・しょうたろう

11月24日 ◆中学　常総市近隣大会◆
男子団体　・・・　優勝
女子団体　・・・　第三位

11月23～25日◆ジュニアグランプリ◆
12月2日 ◆中学　三和大会◆
12月9日 ◆第10回つくば市長杯 近隣小学生バドミントン大会◆

６年男子シングルス　・・・　優勝：しゅんすけ／第三位：ヒカル
５年男子シングルス　・・・　優勝：しゅんや／準優勝：じゅん／第三位：だいき
４年男子シングルス　・・・　優勝：しょうたろう
３年以下男子シングルス　・・・　第三位：サトル
６年女子シングルス　・・・　第三位：みずき
５年女子シングルス　・・・　第三位：朱里／第三位：明香理



12月22・23日◆ちびバド合宿◆
12月24日 ◆ちびバドクリスマス会◆
12月26～28日◆中学 関東オープン大会◆
12月27日 ◆中学男子 県強化リーグ（団体戦）◆


