
平成26年 ちびバド活動記録

1月4日 ◆つくば山初詣◆

『つくば山に初詣』
新年練習はじめに　み～んなで初詣

日も昇らぬ早朝に筑波山のふもとを出発
・・いつもの体育館だけの顔とは違って

遠足気分 元気のいい顔。
軽やかな足取り。

言い出しっぺの日向は やっとこ 神社まで。
笑顔の稲光コーチを先導に、てっぺんまで！

ふもとに戻って　各自の抱負。
ちびばどみんなの目標　てっぺん目指すぞ！

円陣組んで大きく掛け声
さあ～！今年もはじまるよ～！！

来年も登ろう！の声の中
一部「・・っ(-_-;)」「車で(・・っ」

赤城さん。ひざ治して！？　来年も行くよ！
2014.1.4



1月11日 ◆中学生　一年生大会◆

男子シングルス　・・・　準優勝：しゅんすけ

女子シングルス　・・・　ベスト8：みずき

1月12日

おめでとう)^o^(成人式

成人式を迎えたOBたちが式典から即
顔だしてくれました。
のぶ華絵美咲きれいになったね!(^^)!
寛人は保護者のような貫禄
啓太はすでに社会人。
悠太は今でも生徒会長
渡辺君比企君小学以来の川尻君は
今もキャラは変わらず
あっかるくて)^o^(
みんなカッコよくなって♡
みんなありがとう
それぞれの道頑張ってね！
（ひなた）

1月22日
勇太が顔 出しました。

翔太郎が昨年全国３位
その兄　勇太の背中

ずいぶんたくましく大きくなったものだ。
この春から　大学生　また輝と一緒の大学

お互い目指すものは違っても
なんとなくつながってるな～

妙な間柄が楽しい・・!(^^)!
コーチ予備軍

新しい明野中先輩ＯＢ達がここ最近協力してくれています。
妻一から茨大活躍し今でも現役の飯島慶一郎くん。

また古橋さんと赤城さんも明野中出身高校大学
そして現在もライフワークにラケットを傍らに。

自分の得意分野で社会貢献しつつ自己の価値を得る。
大げさでなくても、

難しいこと考えずとも、
とりあえず、楽しく続けていれば何か見えてくるだろうし

取り組もうとする。
それだけで大きな価値がある。

頑張ってください。
（ひなた）



2月8日 ◆第12回茨城県低学年小学生バドミントン大会◆

３年男子シングルス　・・・　準優勝：けんしん　／　ベスト8：れい

大雪のため延期日程となりましたが
おうちの方々の体調管理もよく、

まずは全員参加出来たことが何よりでした。
この大会目指して寒―い練習も頑張ってきた

「ちびちびちび。。」女子は残念ながら予選リーグ敗退
結果より、今は経験を積むこと。簡単に勝てなくてOK！

ただし、今日の負け、悔し涙を練習にぶつけていこう
玲もしっかり練習を積むこと。

新井さんの話から健伸の成長が嬉しい。
早朝アップから、ちび仲間一人一人に声かけして
面倒見、素晴しいリーダーをした様子。
そうなると結果もついてくる。
目標の決勝で1-2の健闘　第２位！

自信もって　次回また挑戦だ！
（ひなた）

3月2日 ◆小学生ダブルス大会◆

６年男子ダブルス　

　・・・　優勝：しゅんや・しょうたろう　

　　　　　準優勝：だいき・じゅん

３年男子ダブルス

　・・・　第三位：れい・けんしん

3月21・22日 ◆小学生シングルス大会◆

６年男子　・・・　優勝：しゅんや　／　第三位：じゅん　／第三位：だいき

５年男子　・・・　優勝：しょうたろう

６年女子　・・・　ベスト16：朱里

3月小学生シングル大会
6年生は小学生最後の試合となりました。
特に活動的で色々あったこの一年。
小学のこの経験を是非中学で大輪の花を咲かせましょう。（ひなた）



3月29・30日 ◆卒業合祝◆



島根県のおろちさん率いる島根選別40名・・
その他外部の皆さんを迎え2日間の交流戦。
中3年のお別れ会。ちびばど合祝もちびちびがあふれて 盛大な合祝となりました。
改めて、人のつながりや縁の不思議さ・・ありがたさを感じながらの2日間でした。
体育館で中3全員が並んで泣き笑い引退出来た。
あたりまえのことに、誰もが感動した。
大地が奇跡をおこし沢山のしあわせを教えてくれた。
初めての人生の岐路に立ち、それぞれの道を行く。
目の前にある道が自分の道だ。迷わず進め。
どんなことがおきても、全てに意味があってその答えはずっと後になってわかる。
皆には苦難も乗り越えられる強～い『絆』が
仲間がここにいる。がんばれ！！
ひなた

卒業生で 

ハート！ 



4月27日 ◆中学　茨城県春季バドミントン大会◆

男子シングルス　・・・　第三位：しゅんすけ　／　ベスト8：しゅんや

男子ダブルス　・・・　ベスト8：だいき・じゅん

女子シングルス　・・・　ベスト8：みはる、みずき

5月3・4日 ◆ちびバド合宿◆

- 大きな第一歩 -
昨年の秋から始まった「中学県西地区強化」。
先日5/4で 今季ひとまず終了を迎えた。
秋から年末年度末の多忙な中、月Ⅰ回の計画。
予算などなく、地域のボラＯＢ達と協力しながら進めてきた、先生方の行動力。
出来るか出来ないかでなく等身大の先生方のやろうとする心。「協力」小さな力でも合わせれば大きな力とな
る。力を出し合うことの大切さを先生方の行動がこどもたちに教えてくれている。強化以前に意義は大きい。
今回 私はこのきっかけを作れたことを嬉しく思うと同時に、先生方の積極的に取り組む姿勢に感動した。
こども達に、先生方指導者OB達の熱意は伝わったか….
最終日朝、こども達に
「たかが地区。されど地区。プライドをもて！」　喝をいれた。　　　さあ いよいよ本番！　最後はこども達！
先生方の努力や期待に応えるべく、準備万端　精一杯の 力を出そう。
来季の練習会も期待している。
2014.5　ひなた



5月10・11日 ◆小学　ヨネックスオープン◆



6月11・12日 ◇高校総体茨城県大会◇

駿・智樹・幾日・直樹・輝
『よく頑張った。ありがとう』
3年前の夏、涙が止まらなかった。
泣きべそかいてこの子たちと
石岡体育館で写真を撮った。
どの学年にもドラマがある。
小さな頃から元気一杯
その分？中学になりチーム作りが手こずった。
未曾有の大震災、エース直樹の右腕故障
・・
そして今日　インハイ県個人戦　現役はもう終盤
みんな笑顔でこうしてずっと続けて、変わらずに
活躍している姿を見せてくれてありがとう。
幾日、輝の上達ぶりは見事。努力したね。
駿智樹も大人になったな。
「コーチ！右手使いたい・・」「腕こわれてもやりたい」
3年前の直樹の背中思いだす。今日は堂々としてたよ。
団体戦　3年前の分も みんな思う存分　楽しめ！
麻衣さんもだんご虫から今まで、ご苦労様です。
2014.6.12　ひなた

6月14日 ◆ヨネックスオープンジャパン観戦◆

保護者引率のもと、ちびバドメンバーが東京体育館まで試合観戦に行ってきました。
世界のトップレベルの試合を生で見ることができて、みんな色々と感じ取れるものがあったのではないでしょ
うか。これからの活動のバネにしていけたら良いですね。
ところで当日、ちびっこ達が着ていたちびバドオリジナルＴシャツが
スタッフのかたの目にとまり、写真を撮っていただきました。
イベント当時、ヨネックスオープンジャパンの公式ホームページ（イベント情報内の応援キャンペーンページ）
にその写真が掲載されました。ありがとうございました。



6月21日 ◆中学　５校合同大会◆

6月21日 ◆小学　ABC大会茨城県予選会◆

男子シングルスB　・・・　第三位：けんしん

7月4・5日 ◆中学　総合体育大会茨城県県西地区予選会◆

女子団体　・・・　優勝　／　男子団体　・・・　準優勝

女子シングルス　・・・　優勝：みはる　／　第三位：みずき

男子シングルス　・・・　優勝：しゅんすけ　／　第三位：しゅんや　／　第五位：ヒカル

女子ダブルス　・・・　第三位：なな・みほ　／　第五位：サキ　／　第九位：りな・みな、明香理・朱里

男子ダブルス　・・・　第三位：じゅん・だいき

以上のメンバーが県大会へと進みました。

後日、コーチがみはるから手紙をもらいました。
コーチ曰く素敵な手紙だったのでぜひこちらに紹介したいとのことでした。
本人に許可をもらったので、以下に掲載します。

日向コーチへ
県西大会　団体優勝　個人優勝
本当にありがとうございました。
団体決勝戦の時、隣の水樹ではなく
私のサイドコーチをしてくれたこと　心強かったです
個人戦の時　体調を崩した私にみんな心配してくれて‘大丈夫？’
優しい言葉をかけてくれました。
が、日向コーチは厳しい言葉でした。でも　私はそれが嬉しかったです。
「　コーチは私が試合に出て勝つことを信じてるんだ　」
そう思ったのです。
決勝戦、プレッシャーなのか体調不良なのか　震えが止まらず思うように動けず
１セット落としました。その時も叱ってくれました。おかげで２セット３セット
自分なりに切り替えることが出来ました。
あそこで励まされていたら・・
優しい言葉　かけられていたら・・
勝てたかどうか・・
コーチは気がついてないかもしれないけれど
コーチの言葉に、たくさん助けられてきました。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

　～中略～

本当の最後の大会まであと少し
もう少し指導をお願いします。
団体も個人も自分が納得のできる試合にしたいです
コーチといっしょに　練習に費やした時間を信じて
2014.7/9 美晴



7月12日 ◆小学　阿見オープン大会◆

５年男子シングルス　・・・　準優勝：サトル

４年男子シングルス　・・・　優勝：れい　／　準優勝：けんしん

玲は　大物です。
そして　心の優しい　とってもいいこです。
昨年の　若葉団体戦のロッカーでの皆への
感謝のことばには　全員感動の涙でした。
日頃は天真爛漫でひょうひょうとした玲ですが
この頃　練習に対する姿勢が変わってきていて
どんなにコーチ達から叱咤されても
くじけることなく？？　一生懸命黙々と練習に取り組んでいます。
そんな玲だから、み～んな　玲の「優勝」快挙には
びっくり！びつくり！　　喜んでま～す
さあこれからも練習練習　頑張ろうね
（ひなた）



7月23・24日 ◆中学 茨城県総合体育大会◆

明野中女子団体　・・・　第三位　／　明野中男子団体　・・・　ベスト8

女子シングルス　・・・　ベスト8：みはる

男子シングルス　・・・　ベスト8：しゅんすけ

ちびばど始まって以来の　女子の快挙！
しかし、メンバーは いたって地味です。
優しくて、努力家で、ケガばかり、
負けてばかりのこども達でしたが、
最後に心の成長を結果に繋げてくれました。
この姿勢が後輩にも繋がること期待したい。
ひなた



8月15 ◆第15回全国小学生ABC大会◆

　～17日 男子Aグループ　・・・　準優勝：しょうたろう

翔太郎のＡＢＣ
最初で最後のＡＢＣ
このステージをこれまで
どれだけ夢見たことだろう。
『満を持して・・』という言葉がぴったり。
今まで幾度となく全国の切符の前で苦戦し泣いた翔太郎。
だからこそ。　今だからこそ。
・・周囲から期待される中、苦戦も乗り越える力。
この戦いが出来たのではないかと思う。
準決勝戦、山下君との対戦では、本人の気合いもピーク。
運命的なめぐり合わせを感じ、ベンチの私は感慨深いものが込みあげてきた。
昨年の関東優勝、全小３位・・今回２位、
全国の感触を確実に自分のものにしている。
ちびちび翔太郎が、でっかい日本一になる日は必ずやってくる。
ひなた

8月23・24日 ◆平成２６年度新人県大会県西地区予備戦北関東大会茨城県予選選考会◆

団体戦　・・・　優勝：明野中学校男子、明野中学校女子

男子シングルス　・・・　優勝：しゅんすけ　／　第三位：ヒカル

男子ダブルス　・・・　準優勝：だいき・じゅん

女子シングルス　・・・　第三位：みずき

女子ダブルス　・・・　優勝：りな・みな　／　準優勝：明香理・朱里

第九位までが北関東県予選へ進みました。



8月30日 ◆第23回全国小学生バドミントン選手権大会茨城県予選会◆

５年男子シングルス　・・・　準優勝：サトル

５年女子シングルス　・・・　ベスト8：るな

４年男子シングルス　・・・　第三位：けんしん、れい

ちびちびちび　関東進出　ガンバロ！
慧　ケンシン　玲
関東進出！
夢を大きく
ショウタロウとともに
全国へ！！
（ひなた）

9月7日 ◆第13回明野ちびっこバドミントンオープン大会小学生の部◆

今年もたくさんのご参加、ありがとうございました。

※結果の詳細は別に記載しています。



9月12 ◆JOCジュニアオリンピックカップ　第33回全日本ジュニアバドミントン選手権大会◆

　～15日

9月13・14日 ◆小学　新潟オープン大会◆

9月15日 ◆平成26年度 北関東中学生オープン大会茨城県予選◆

女子シングルス　・・・　準優勝：みずき

女子ダブルス　・・・　ベスト16：みな・りな、朱里・明香理

男子シングルス　・・・　ベスト8：ヒカル

男子ダブルス　・・・　第四位：じゅん・だいき

団体ポイント　・・・　明中男子二位（14ポイント）　／　明中女子四位（10ポイント）

個人・団体共、ベスト4までが北関東本選へ出場できます。

シングルスは既に上位二名が決まっているので、二位までが本選へ進みます。

美晴からバトンタッチ
さあ！ みずきの番です。

ちっちゃいけど、パワフル！
女子だけど、たくましく！

6試合の内ファイナル3試合勝ち
この体力は、絶対に父親譲り。
前日のアイスクリーム効果か？

対戦相手はともかく、
自分自身のコントロール出来たこと

が勝因かな
これは母親譲りでしょうか？

『チャンスは‘今’』だ
ひなた

10月11日 ◆平成26年度　北関東中学生オープン大会◆

男子団体　・・・　準優勝

女子団体　・・・　決勝トーナメント進出

男子ダブルス　・・・　第三位：じゅん・だいき

10月15日

ケーブルテレビ　茨城うらら　からの取材を受けました♪

11月10日（月）から一週間放送されました。



10月10・18日◆中学新人戦茨城県県西地区予選会◆

団体　・・・　優勝：明野中男子、明野中女子

男子シングルス　・・・　優勝：しゅんすけ　／　準優勝：ヒカル

男子ダブルス　・・・　準優勝：じゅん・だいき

女子シングルス　・・・　第三位：みずき

女子ダブルス　・・・　優勝：みな・りな　／　準優勝：明香理・朱里

10月25・26日◆第23回全国小学生バドミントン選手権大会　関東ブロック予選会◆

10月29・30日◆中学新人戦茨城県予選会◆

団体　・・・　準優勝：明野中男子　／　第三位：明野中女子

男子シングルス　・・・　第三位：しゅんすけ、ヒカル

男子ダブルス　・・・　準優勝：じゅん・だいき

女子シングルス　・・・　ベスト8：みずき

11月2・3日 ◆第13回明野ちびっこバドミントンオープン大会中学・高校生の部◆

たくさんのご参加、ありがとうございました。

※大会の結果と詳細は別掲載です。



11月8日 ◆中学　常総大会◆

優勝：明野中女子

11月8・9日 ◆小学　関東オープン大会◆

11月16日 ◆小学　群馬MC大会◆

11月22日 ◆小学生低学年ゴーセンカップ◆

12月7日 ◆中学　県リーグ◆

男子団体　・・・　優勝：明野中　／　女子団体　・・・　第四位：明野中

12月23日 ◆小学　稲敷鹿行交流バドミントン大会◆

慧　準優勝！

ケンシン　優勝！

玲　３位！

慧　ケンシン　玲
練習では元気ないっぱい３人です。
しかし
試合となったら
緊張、プレッシャー、涙

一歩進んで二歩下がり・・？

三歩進んで二歩下がり・・？

着実に？
悔しい経験が力になっているはず。

『今に見てろ！』と吠えた？
ちびかいじゅう慧です。
（ひなた）



12月25 ◆第23回全国小学生バドミントン選手権大会◆

　～29日 ６年生以下男子シングルス　・・・　優勝 ： しょうたろう

※上記の写真は、SMASH and NET より転載許可をいただきました。

ちび翔太郎　日本一
『運がある！』

25-23　２セットとった瞬間
思わず　声に出た。

勝負はファイナル16-14の時点で確信となる。
翔太郎が日本一になる瞬間を迎えた。
その瞬間をとらえた一枚のスナップ。

しっかり２枚のちび旗が掲げられた下での
翔太郎のガッツポーズ。我々ちびバドに出来すぎのスナップ。

これまでの迷いを
「間違いない！」と

消してくれた。
悩み　辛さも「大丈夫！」と

応援してくれている。
翔太郎サプライズ

ちびちびパワー！の応援で
でっかい日本一に。
そして、その勝利の

一枚のスナップが
まだまだ小さな我々に

勇気と力。
自信を与えてくれた。

ありがとう。
今大会会場は新潟。

運営演出宣伝等細やかで、
会場も楽しい雰囲気。

大会運営された
新潟の伊藤理事長との会話で、

「うちは無駄なところに
金使ってしまって、、」と。
嬉しそうに謙遜していた。

しかし、無駄と思うところに気を使う。
その無駄こそが人を幸せにしたり

１人１人の記憶に残るとしたら
その無駄は限りなく有益である。
少なくとも私は、我々茨城団は、

おかげで素晴しい思い出となりました。
大会運営本当にご苦労様でした。

大変お世話になり
心から感謝申し上げます。

2014.12.30　ちび祝賀会　日向


