
事務局より

9月上旬に稲刈りを終え、参加者を初め関係者、日頃お世話になっている

方にできるだけ早く届けようと袋詰めや発送作業を急ぎました。米袋、シー

ルの手配、印刷までは事務局が担当しましたが、計量、袋詰め、発送手配等

力仕事は高校生が流れ作業で行いました。練習中彼女達が順次コートを抜け

出し､手紙や宅配伝票の宛名書き､箱詰め、宅配窓口への運搬を行い、その日

のうちに発送まで終えることができました。ニューズレターの発送、イベン

トの準備等いつも高校生の手を借りています。今号17号発送も同様です。封

筒に選手の息吹を感じていただけましたら幸いです。

Artful
池 田 輝 作 品 紹 介 NO . 1７

｢二 人」油彩 1978年 F100

強い色はどのように出すのだろうか。絵の具をたっぷり塗れば良

いのか。深い色はどのように出すのだろうか。異なる色を幾重にも

重ねれば良いのか。そんなことなら誰だってできる。金に糸目をつ

けずに惜しげもなく油絵の具を塗りたくりさえすれば、誰だって強

く深い色が出せるはず。だったらやってみればいい。そうすれば､

強く深い色を出すのは誰にでもできることではないとわかるから。

池田輝：洋画家 農民芸術家初代中村実の三男として長野県小県郡神川村（現上田

市黒坪）に生まれる。叔父に中村直人をもち、岡鹿之助洋画研究会で学ぶ。信州大

学教育学部美術科卒 小学校教員から中学校教員となり、上田女子短期大学に勤め

る。春陽会会員、同会60周年記念展賞受賞 高瀬代表理事実父

Information
会 員 募 集 ！

一緒に楽しもう、つながりに参加したいという方ならいつでもどなたでも会員に

なれます。入会を希望される方は下記事項をご記入の上メール等にてご連絡下さい。

折り返し事務局より入会のご案内をいたします。会員になると、キーホルダーと会

員証、そして活動内容等が掲載された「ニューズレター(年3回発行予定）」を郵送い

たします。

入会申込書記入内容

①ご住所

②お名前（OB,OGの方は卒業年及び旧姓）

③連絡先（電話番号及びメールアドレス）

④ご希望の会員種別（下記参照）を明記の上事務局までご連絡下さい。

会員種別

●一般協力会員（継続支援）
活動内容に賛同し，積極的に活動に参加希望される個人

●OB＆OG協力会員（継続支援）
西武台千葉高校バドミントン部出身者

●賛助会員（単年度支援）
活動内容に賛同し、支援を希望される個人及び団体

入会申込書送付先

■E-mail：npobanet@jcom.home.ne.jp

■FAX：０４－７１２９－０６７８

■郵送：千葉県野田市中里７７３－１３

年会費(入会金はありません）

◇一般協力会員・OB＆OG協力会員 3,000円

◇賛助会員 (個人) 一口 3,000円（一口以上）

◇賛助会員 (団体) 10,000円（一口以上）

会費納入方法

下記口座に振り込みお願いします。振込料はご負担下さい。

◆ゆうちょ銀行

○ゆうちょからの振込

記号10580 口座番号34219951

口座名義：特定非営利活動法人アルファバドミントンネットワーク

○他の金融機関からの振込

店番058 口座番号３４２１９９５

◆ちばぎん 川間支店

口座番号 3513619
口座名義 特定非営利活動法人

アルファバドミントンネットワーク 理事 高瀬麻美

※名義が変わりました
◆事務局手渡し 事務局までご連絡下さい。

【寄付のお願い】

私たちの活動は皆様のご寄付で支えられております。皆様から

の寄付を随時受け付けております。寄付送金先は上記会費振込口

座と同じです。ご寄付（送金）いただきましたら､その旨メール等

にてご連絡いただければ幸いです。

E-mail：npobanet@jcom.home.ne.jp

なおご寄付いただきましたら、お名前をニューズレター等に掲載させ

ていただきます。匿名を希望される場合はその旨ご連絡下さい。

ご寄付をいただいた方(2018/7～2018/10)
Y. S みんなで応援一期生様、H I T様
（掲載はいただいた順）
ご寄付いただいた方（3万円以上）にアルファタオル謹呈いたします。

問い合わせ・連絡先
事務局：〒773-13千葉県野田市中里773-13
℡04-7129-0678 npobanet@jcom.home.ne.jp

http://www.alphabanet.com
facebook もご覧ください
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2018 NO.017
アルファバドミントンネットワーク

特定非営利活動法人
NPO Alpha Badminton Network

アルファバドミントンネットワーク
〒 270-0237

千葉県野田市中里 773-13
TEL/FAX04(7129)0678

URL.http://www.alphabanet.com

次世代の選手を育み、人
と人をつなぐ

長い梅雨を経て、強い日差しに照らされ、台風の雨
風に耐え今年も稲が実り収穫の季節になりました。
春に加わった新人選手たちも、新しい環境に飛び込

み、必死に1日1日を繰り返し、暑い日、雨の日そして
風の日も休まずたゆまず前に進み、少しずつ成長してい
ます。
彼ら、彼女らが目指す先輩選手も日々の困難と葛藤を

乗り越えて私たちの前で輝くプレーを見せてくれました。
みんなにとっての実りの秋、収穫期はこれから始まります。

この秋はどんなドラマを見せて くれるのでし ょ うか 。
同じスポーツを愛するものとして、この成長期の選手

たちをサポートするのが我々に課せられた使命のように
感じています。一緒に楽しみませんか？青春を。

Topics 活動報告

◆ハイブリッドスターライスプロジェクト 2018

◆放課後アソビ場ドミントン2018秋

Result 大会報告

Artful 池田輝作品集NO.17

Information お知らせ・入会のご案内

Schedule イベントのご案内

ハイブリッドスターライスプロジェクト2018 収穫 台風で倒れた稲を丁寧に刈り取る
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会場の浜松アリーナ先ずは浜松城
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Topics

ハイブリッドスターライスプロジェクト2018稲刈り

報告［2018年度イベント事業］

概要■
□日程：9/9（日）

□参加者：10名

内容■
陸上部が学年別に作成した3本の案山子に見守られ､今年も稲は順調に生長

しました。猛暑の影響で実りすぎだったほどです。翌日から雨の予報が出て

いたので､これ以上遅らせると収穫時期を外してしまうとのことから､急遽９

／９に稲刈りしました。折しも文化祭期間中でしたので理事等スタッフ７名

での稲刈りとなりました。ぬかるんでいた箇所は手刈りとなり、少ない人員

での必死の作業となりました。今年も耕耘機持参で参加した竹塚理事を初め、

お手伝いいただいた皆さん、ご協力ありがとうございました。２反の田から

720㎏余り収穫できました。翌日には星野肥料さんで乾燥を終え、参加者、

ご協力いただい方、日頃お世話になっている方にお届けしました。

放課後アソビ場ドミントン2018秋

報告［2018年度イベント事業 子どもゆめ基金助成活動］

概要■
□日程：10/17（水）・10/24（水）16時から18時30分

□会場：関宿総合体育館サブアリーナ

□参加者：小学生62名、高校生28名、スタッフ10名（いずれも延べ）

内容■
高校生が参加し､小学生と交流しながらバドミントンで遊ぶ､アルファクラブの

イベントバージョンです。小学生と高校生、延べ９0名が参加しました。春に同

じく２回シリーズで同様の活動を行いましたが､秋はそれを進化させバドミント

ンの練習に特化しました。小学生が種々ショットをマスターすべく、高校生をミ

ラーリングするよう練習メニューを工夫したり､高校生が小学生への説明を試行

錯誤したりと､小学生、高校生にとっても実りある､考える機会の多い活動となり

ました。

オープンサタデークラブバドミントン川間小会場

報告［2018年度 教育研修事業］

概要■
本年9月より､市教育委員会から依頼を受け、高校生女子部員がスタッフと

して参加しています。毎回４～５名が参加します。市内４会場でサタデーク

ラブバドミントン講座を受講している小学生を対象に、２/１６に野田市総合

公園体育館にて合同練習会を行います。サタデークラブ活動の成果発表の場

として行われるクラブフェスタのバドミントン版です。高校生達がお手伝い

する予定です。

Result

平成30年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会

高松宮記念杯 第69回全国高等学校バドミントン選手権大会

インターハイ

日程：8/4～8/9

会場：静岡県浜松市 浜松アリーナ

浜北総合体育館（グリーンアリーナ）

成績：

□女子 学校対抗戦 第5位

2回戦 3-0 山形城北 （山形県）

3回戦 3-1 倉敷中央 （岡山県）

4回戦 2-3 名経大市邨（愛知県） ベスト8

個人戦 シングルス

栗原あかり② ベスト16

栗原琉夏① ベスト16

ダブルス

山田楓③・栗原あかり② ベスト32

□男子 個人戦 ダブルス

塩澤慶郁②・滝本千裕② ベスト32

【評】 例年になく猛暑の大会を予想していたが、館内のエアコンが効

いていて、むしろその風に終始悩まされていた。特に浜松アリーナのサ

ブアリーナはまるで屋外で羽根つきをしているようだった。

女子学校対抗は選抜3位のおかげで第3シードでのスタートだったが、

ダブルスの準備不足がたたり、思うようにプレーができず、初戦からガ

タガタの取り組みで、3回戦にダブルスで定評がある倉敷中央戦で敗れる

かという予想を見事に覆し、ファイナルの末、準々決勝まで進んだ。

しかし、翌日は全く別人のような不調で、誠に残念ながらベスト8で敗

れてしまった。しかし、どの試合も1年生の栗原琉夏選手が常にピンチを

救いチームの牽引車となって活躍していた。

個人戦ダブルスは予想どおり北海道の深川西ペアと対戦し、もつれに

もつれ、あと一歩というところで残念な敗退。国体に課題を残した。

シングルスは戦前より栗原姉妹の活躍が期待されていたものの、ふた

りともベスト8がけで思いもよらぬ負けを期した。姉のあかり選手は「年

下格下選手」とのプレッシャーに敗れ、妹の琉夏選手は初戦から全力投

球で連続4試合ファイナルの接戦を演じ、観客を沸かせたが、勝ちが見え

た瞬間に崩れてしまった。精神面の成長が急務である。

男子チームは個人戦ダブルスだけの出場だったが、それだけに初戦か

らコツコツとラリーを繰り返し、2年生ながら3回戦まで駒を進め、来年

の全国選抜、インターハイへの期待が膨らむ。

今回も例年通り保護者の皆様のサポートを頂戴し、往復の移動から、

洗濯物のお手伝いまでしていただいた。ありがたい話だが、親子の関わ

りとしてはどれも思い出深い経験ばかりではなかったのだろうか。この

場を借りて感謝申し上げます。

中体連サイトより

西武台ファンのおじいちゃんと！ 敢闘賞の栗原琉夏選手

中体連サイトより

平成30年度 第72回千葉県中学校総合体育大会バドミントン競技会（中学）

日程：7/26－27

会場：流山市 キッコーマンアリーナ

成績：

□男子 団体戦 第1位

個人戦 シングルス 中川③ 第3位

□女子 団体戦 第1位

個人戦 シングルス 岡本② 優勝 竹澤① 第3位

ダブルス 木下③・飛川③ 第2位

平成30年度 第49回関東中学校バドミントン大会

日程：8/7－9

会場：茨城県ひたちなか市総合運動公園体育館

成績：

□女子 団体戦 準優勝

□女子 個人シングルス 準優勝 岡本②

平成30年度 第48回全国中学校バドミントン大会

日程：8/18～21

会場：山口県山口市 維新百年記念公園スポーツ文化センター

成績：女子団体戦 第1回戦

個人シングルス 第3回戦 岡本萌奈未②

バドミントンアジアジュニアＵ１９選手権2018

バドミントンアジアジュニアU17&U15選手権2018

参加選手：U19 栗原あかり② U15 岡本萌奈未

会場：U19 インドネシア U17 ミャンマー

成績：U19 団体戦 準優勝・U15 個人戦 第1回戦

平成30年度 第37回全日本ジュニアバドミントン選手権大会

日程：9/14～17

会場：長野県長野市 ホワイトリング

成績：男子 ダブルス 塩澤②・嶋田② 第1回戦

シングルス 塩澤② 第3回戦

女子 ダブルス 栗原②・杉山② 第3位

シングルス 栗原② 第3位 栗原琉夏① ベスト8

平成30年度 第73回国民体育大会バドミントン競技会

日程：10/5～8

会場：福井県勝山市 ジオアリーナ

成績：千葉県少年女子

選手 山田楓③・栗原あかり②・栗原琉夏①

第3位（2年ぶり3回目）

評：3選手が3人とも負傷をおいながら、堅実に元気に勝ち進み見事3位入

賞した。詳細はブログでどうぞ。拍手！！

Schdule
平成30年度千葉県新人大会

【中学校】第44回千葉県中学校バドミントン新人大会
とき：12月8日（土）、9日（日）
ところ：印西市松山下公園総合体育館
上位入賞者から関東オープン大会の選手が選考されます。

【高等学校】千葉県高等学校新人バドミントン大会
とき：11月9日（金）・10日（土）・13日（火）・16日（金）
ところ：千葉県総合スポーツセンターほか
上位2位までが関東選抜大会に出場できます。

第17回日本バドミントンジュニアグランプリ2018

とき：11/23-25
ところ：栃木県宇都宮市清原体育館

日韓高校生交流大会。日韓ジュニア

参加選手：日韓交流 栗原あかり② 日韓ジュニア 岡本萌奈未

お知らせ

ソイタウンバドミントンキャンプ 2018ご案内■

公益法人ヨネックススポーツ振興財団の助成を受けて実施します。

日程：12/8(土) 9:30～16:30(受付8:45～）

会場：関宿総合公園体育館

昨年度に引き続き２回目の開催となります。昨年好評だった栂野尾悦子さんのレデ

ィースバドミントンレッスンや西武台ノック練習を体験するハイレベルバドミントン

レッスン等を初めとした講座等の他、栂野尾昌一氏による｢ビュー＆トーク」、白井巧

氏による「途上国のバドミントン事情」に関する講演会を開催します。実技講習では､

高校生のサポートが付きます。昨年度参加された方からは、より精度の高いラリーや

ノック練習できると好評です。会員の皆さんもこの機会にお気軽に参加して下さい。

申し込みを一旦10月末で締め切り､定員に余裕のある講座はその後先着順で受け付け

ます。今年度最後のアルファのイベントです。申し込みお早めにどうぞ。詳細は同封

のチラシをご参照下さい。

千葉県最北端アルファゾーンサイクリング 2018■
11月4日(日）雨天の場合中止
募集概要：西武台正門8時集合 ゴール15:00 江戸川・運河・利根川コース35㎞
定員： 40名程度 参加費：100円

アルファクラブスタッフ募集■
一緒に活動をお手伝いして下さるスタッフを募集しております。都合の良いときだ

けの参加で構いません。お手伝いいただける方は事務局までご連絡下さい。
教員を目指す学生さん、サタデークラブ、アルファクラブで子ども達の指導体験を積
みませんか。
毎週水曜16：00～18：00 関宿総合公園サブアリーナにて活動しています。長期

休み中は休講です。

ABNニューズについて
アルファバドミントンネットワークでは、活動報告誌「ABNニューズ」を年3回

（6月、10月、3月）に発行し、会員間相互の情報共有を図っております。また、

これらの活動を含みますホットな話題につきましては是非webサイトをご利用く

ださい。 http://alphabanet.com/npo/
Facebook https://www.facebook.com/NPOalpha.bad.net/ →1日の記録
Twitter https://twitter.com/NPOalbadnet →速 報

どちらもでもお楽しいただけます！

日々の活動をご紹介してまいりますので、フォローをお願いいたします。
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	　 　 オープンサタデークラブバドミントン川間小会場
	　 　 報告［2018年度　教育研修事業］
	　 Result
	　 　 平成30年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会
	　 　 高松宮記念杯 第69回全国高等学校バドミントン選手権大会
	　 　 インターハイ
	　 　 /
	　 　 /
	　 　 平成30年度　第72回千葉県中学校総合体育大会バドミントン競技会（中学）
	　 　 平成30年度　第49回関東中学校バドミントン大会
	　 　 平成30年度　第48回全国中学校バドミントン大会
	　 　 バドミントンアジアジュニアＵ１９選手権2018
	　 　 バドミントンアジアジュニアU17&U15選手権2018
	　 　 平成30年度　第37回全日本ジュニアバドミントン選手権大会
	　 　 平成30年度　第73回国民体育大会バドミントン競技会
	　 Schdule
	　 お知らせ

