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阿南市のバドミントンの歩み  

阿南市バドミントン協会

副 会 長 江 川 正 治

副 会 長 篠 野 哲

副理事長 原 田 善 人

阿南市のバドミントンの始まりは、昭和３３年の阿南市１２ケ町村合併の頃で、阿

南市役所職員の岡久吉隆、湯浅アキノ、山下喜美恵、板垣タカノ、長田千鶴子達数名

のグループで始まった。

当時、阿南市内ではあまりバドミントン競技は普及しておらず、一般社会にはあま

り受けいれられない時代であったが、メンバー達は練習を行っていた。

昭和３６年に入ると江川正治、そして中村白がグループに加わり、更にメンバー達

のレベルを上げる事となり、県大会や四国大会に参加し少しずつ実績を残していった。

その年、岡久吉隆と江川正治達が中心となり、念願の阿南市役所バドミントン部を

正式に発足させた、阿南市内初の『クラブチーム誕生』である。

昭和３０年代の阿南市内には体育館らしきものがなく、あえて言えば小・中学校に

講堂として建てられた、天井の低いものしかなく練習場に困っていたが、唯一練習さ

せてもらうことができたのは、阿南市教育委員会の分館ホール（下記参照）で、仕事

が終わって会議のない日には練習をすることができた。  

天井が低いうえに後方に低いギャラリーが突き出ていて、再々ラケットを折る事が

あり、そのため腕を伸ばしてハイクリアが打てない、また指導者もいない等で、悪い

癖が付き、しばらくは打ち方に課題を残す羽目となったが、それでも週に５～６日の
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練習をしており、夏などの練習後には頬の下当たりに塩が残るほどであった。

そして昭和３８年５月に待望の『阿南市スポーツセンター（四コート）』が完成、

市民会館を兼ねた体育館であったこともあり、また当時の建築技術としては、現在の

様な床下にスプリングを入れることもなく、床板二重張りの上に、３０㎝角のブナの

フローリングブロックを張りつめた仕上げで、床全体にバウンドがなく足を痛めるの

ではと心配しながら大会や練習を行ってきたが、幸い怪我人は１人も出なかった。

今までとは違い基礎練習も自由に伸々とすることができるようになった。

その頃、傍で見ていた富岡東高校バドミントンクラブの松蔭エミから「私達にバド

ミントンを教えてくれませんか」と依頼を受け、そして翌年の昭和３９年には、富岡

西高校バドミントンクラブ顧問の細川浄忍先生から、「うちの生徒にも指導願いたい

のですが」と依頼を受け指導を始めた。

阿南市スポーツセンターが完成した頃

から、「阿南市で大会を開催したい」、「も

とバドミントンを普及させたい」といっ

思いを描いており、生徒達を指導してい

中でその気持ちは大きく脹らみ、昭和４

年４月に『阿南市バドミントン連盟』を

川正治が設立させた。
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『全くのゼロからのスタートでしたので、

を開いては赤字続きで、自腹を切ることも多くあり大変な時期であったが、楽し

会に参加する人達の笑顔等を見たら、疲れや、苦労などは感じませんでした。』

和４０年６月、富岡東高校内に県教育委員会が『県南体育館』を建設した。当時

珍しい、ドーム屋根のスマートな外観で異彩を放ち、学生一般社会人のスポーツ

に資するための殿堂にふさわしい造りであった。阿南市にとって、スポーツセン

、県南体育館の豪壮にして整った近代体育館を有し、市民のスポーツ基盤となり

剤になった。

和４１年には、細川浄忍先生が阿南工業高校に転勤され、同様に要請があり、三

一緒に阿南市スポーツセンターで江川正治（阿南市役所）の元で指導が始まる。  
の後、中村白（阿南市役所）、西野昌明（阿波銀行）と、岡山大学で本格的にバ

ントンをしていた吉田榮助（県農協飼料）たちが加わり一緒に指導するようにな

。

内三高校にバドミントン部ができたことで、阿南市バドミントン連盟として県南

ドミントン競技を拡めることができ、後継者作りの一歩が始まった。

和４５年４月には、阿南市バドミントン連盟から『阿南市バドミントン協会』へ

前を変え、新たなるスタートを切る事ができ、なお一層競技の普及にも力が入っ
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た。その一つとして、県南で一層普及をさせるために、県下新人大会を阿南市スポー

ツセンターで第 1 回大会を開催、のちに男子が阿南工業高校、女子が富岡西高校の２

会場で行うほど大きな大会であった。

昭和４７年には、『勤労青少年ホーム会館』が完成し、バドミントンクラブも同時期

頃に発足し、指導を行った。

昭和４０年代に活躍していた社会人の顔ぶれは、四国実業団大会において阿南市役

所女子バドミントン部の湯浅アキノ・山下喜美恵、板垣タカノ・長田千鶴子が１０年

表彰を受けた。阿南市役所の江川正治と県農協飼料の吉田榮助が阿南市で初の国体バ

ドミントン競技に出場し、続いて神崎製紙の星加忠弘が出場した。

学生では、四国インターハイ２年連続出場した富岡東高校の吉川優（旧姓日高）、

阿川憲司ペアの他に、松蔭エミ、堺康雄、小西正仁、山北貴子、小久見加代、増田喜

久子、富岡西高校では、篠野哲、吉田照生、宇高菊夫、加本たえ子（旧姓田井）、東條

啓子（旧姓藤阪）、阿部まり子（旧姓森）、岡田菊江（旧姓芳川）、遠藤たまみ、環久子、

近久、山下晶代、発足当時の阿南工業高校は三校の中でも最も部員が多く男女併せて

１５名おり、そのメンバーには仁木元宣、遠藤滋、佐川博、米田みちえ、板東君代た

ち、そして４０年後半には富岡西高校の悦見、阿南工業高校の戎野裕二、亀井義則た

ちが活躍した時代であった。

昭和５０年代に入ってからは市内各地で、体育館建設ブームで、Ｂ＆Ｇ那賀川海洋

センター体育館、羽ノ浦町総合国民体育館、阿南市民体育館（新野町）、阿南勤労者体

育センター（橘町）、Ｂ＆Ｇ阿南海洋センター体育館（津乃峰町）が次々に完成した。 
体育館建設ブームの昭和５４年『羽ノ浦町総合国民体育館』が完成し、当時の羽ノ

浦町長がスポーツ振興に殊の外、力を入れられて、羽ノ浦町教育委員会からバドミン

トン競技の普及及び指導の要請があり、江川を中心とした数名の有志で指導に行くな

ど、後々のクラブ活動の礎に繋がっていく事になり、協会としても多忙な日程をこな

すことになった。

同じ頃、新野高校の女子にクラブが発足し、当時の生徒から指導要請があり、学校

の体育館で指導を行うこととなったが、当時の顧問と生徒達は、後から発足したクラ

ブということで、バドミントン部の活動や運営には大変努力をし、苦労されたことと

思う。  
協会として念願でもあった、市内四高校全てにクラブが発足したのである。

また、社会人では、『阿南バドミントンクラブ』が昭和５４年に勤労青少年ホームの

バドミントン部から独立を皮切りに『那賀川クラブ』、『チェリークラブ』、『新野体協』、

『新野バドミントンクラブ』等が発足、企業では『山田製材（現在のアルボレックス）』、

『四国電力阿南発電所バドミントン部』、『神崎製紙バドミントン部（現在の王子製

紙）』と、市内で有数のクラブが続々と誕生したのもこの頃であった。



4

昭和５０年代に活躍していた社会人には、阿南市役所の篠野哲、小坂敏春、待田泰

信、福谷美樹夫、橋本公昭、阿南クラブの石岡重信、西村博幸、吉川優、中谷好宏、

チェリークラブの加本たえ子、武市雅子、新野体協の谷公義、山田製材の仁木元宣、

日本電信電話公社（現在のＮＴＴ）の吉田照生、タカラ食品の渡辺泰良、四電エンジ

ニアリングの戎野裕二たちが、市内大会の常連メンバーであった。

昭和５７年の島根国体に出場した富岡東高校の大形和美、杉本洋子、市瀬ゆかりの

３人の他にも、二階祐子、伊藤佐代、篠原百合、磯野千代美、河野美代、泰地勢津美、

岩橋千恵、千里智子たち、そして富岡西高校には高鶴覚、四宮孝浩、玉田耕司、太田

明たちといった選手が活躍していた。

昭和５９年の夏には、富岡東高校男子バドミ

ントン部キャプテンの神野安朗選手が四国高校

選抜大会で優勝し、昭和６０年には全国高校選

抜大会シングルス第８位、夏のインターハイ四

国大会シングルス優勝を遂げた。

彼は、高校入学と同時にバドミントンを始めた

にもかかわらず、天性の素質に加え、中学時代に

た事もあり、バネのきいたプレイは市内及び県内の

当時、彼の登場で徳島県内のバドミントンのレ

は言うまでもない。

昭和６０年１０月には、那賀川クラブ主催の『

では珍しい混合ダブルスのみの大会で毎回大勢の

年の第２０回大会で最後を迎えることとなった。

年号は昭和から平成に変わり、阿南市内ではバ

頃であり、市内の小学校や中学校等の体育館で子

風景が見られた。  
この頃にバドミントン人口が増えたのは、‘９２

ドミントン競技が正式種目となりテレビ放映され

の簡保加入者協会四国地方本部主催の『健康づく

チャンピオンで‘９２年バルセロナオリンピック

た事がきっかけになったのではなかろうか。

学校では、『新野高校男子クラブ』、『阿南高専バ

が発足し、社会人クラブで発足したのが、『大野体

『福井体協』、『見能林体協』、『加茂谷体協』、『中

ＢＣ』、『神野クラブ』、『長生クラブ』、『ひよこク

『大塚製薬鷲敷工場』等クラブチームが増え、昭
橋本浩志（左）・神野安朗（右）

昭和６０年の高校総体
バレーボールのセッターを務めてい

選手は、印象に残った事でしょう。

ベル向上に寄与した１人であった事

Ｂ＆Ｇ杯那賀川大会』を開催、県内

参加者で賑わっていたが、平成１７

ドミントン人口が徐々に増えてきた

供から大人まで盛んに練習している

年バルセロナオリンピックからバ

たことや、平成８年２月には、当時

りバドミントン教室』に、元全日本

日本代表の『陣内貴美子』が来県し

ドミントンクラブ』、『羽浦中学校』

協』、『羽ノ浦体協』、『長生体協』、

野島体協』、『あひるクラブ』、『上野

ラブ』、『坂口ＢＣ』、『日亜化学工業』、

和５０年代を第一次クラブ誕生期と
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すれば、この頃がまさに『第二次クラブ誕生期』とも言えるであろう。

競技人口増加に伴い、現在阿南市にある体育館や大会内容だけでは競技を楽しめな

いといった状態が続き、改善や改良に役員はかなり悩んだ時期であった。

そんな折、新たに入った役員が、「市外からの参加を認めて、種目や種別を増やし

てはどうか」又は、「初心者とそれ以上に分けたらどうか」、さらには、「三位まで副賞

を渡してはどうか」等といった奇抜なアイディアをきっかけに、大会内容の改善を図

ったが、その結果参加費も上げるといった結果となってしまい、当時の監督、顧問や

参加者達に理解をして頂くのには苦慮しました。

昭和６０年から平成９年あたりに活躍していた社会人の顔ぶれは、阿南市役所の陶

久敏郎、小林洋一、原田善人、阿南クラブには西村博幸、近藤泰司、神野博吉、徳本

市郎、戎野裕二、小浜龍一、チェリークラブでは加本たえ子、南美代、小西恵美子、

茂村明美、阿南勤労青少年ホームには、橋本孝史、品川宜丈、近藤貴資、八嶋尚紀、

八嶋真由美（旧姓生田）、津乃峰小学校教諭の四宮澄夫、新野体協に谷口文昭、長尾光

昭、生田泰之、呉羽泰枝、佐々木靖代、米田真理、四国電力阿南発電所の木曾英敏、

中東禎胤、大野体協には天羽克江、池田昭代、桃本香織（旧姓山本）たちが市内に留

まらず、市外の各大会上位に名前を連ねていた。

高校生の顔ぶれには、先にも述べた富岡東高校の神野安朗の他に、橋本浩志、北浦

三緯（旧姓橋口）、笹田百合、山田博文、橋口永幸、森内麗子（旧姓桑村）、名合麻矢

（旧姓折坂）、片山直美（旧姓太田越）など、富岡西高校の馬田有希、青木良作、冨士

忠相、天羽直子、土井まゆみ、新野高校の小松美世、米田哲子、小松美陽、井上英樹

たちは高校総体を始めその他大会でも活躍をしていたメンバーである。

バドミントンに携わって３０年も超えた頃、「こんなに身近に遊べるのに競技とし

ての認知度は低い。もっともっとバドミントンがメジャー化されて欲しい」と良く思

っていた。そんな私の気持ちにＩＢＦ（国際バドミントン連盟）が答えてくれたかは

定かではないが、ルールが一部改正を平成１０年５月に発表、８月には適用となった。

その頃のルールは、セティングがかなり複雑であったのが簡素化、大会着衣が白色

を基調だったのがカラー導入に変わったことであり、これでかなり接しやすい競技に

なったと感じた。

平成１０年１１月には、羽ノ浦町では羽ノ浦体協主催で『那賀郡羽ノ浦町大会』を

新たに開催し、旧阿南市の大会も毎回多数の参加者があり、大盛況であった。

『羽ノ浦町大会』は、現在も市協会と羽ノ浦体協が共同で開催している。

平成１３年３月には、『阿南市スポーツ総合センター』、平成１６年３月には、『那

賀川スポーツセンター』が完成、県南スポーツの中枢の場として、県下一円の皆様に

活用して頂くことができる様になり、ハード面での整備が整い、平成１４年２月には

阿南市協会が、おそらく県内初と思われる、インターネットで、大会要綱、大会結果、



競技規則等を閲覧できるオフィシャルサイト開設をし、７月には‘００年シドニーオ

リンピック日本代表の『松田治子選手による講習会』と、１１月には『阿南市創

世杯大会』が発足するなど、ソフト面でも整備充実が図られた。

平成１８年３月に、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町の市町村合併があり、それに併せ

て『“Ｎｅｗ”阿南市バドミントン協会』がスタートした。同じ年の５月には『２１点

３セットのラリーポイント制』の導入がＩＢＦ総会で決定するなどルールの大幅な改

正が行われ、当初は参加者の戸惑いや大会運営の混乱などがあったが、現在では、計

画的かつ効率的に大会運営を行っている。

過去にも陣内貴美子らが活躍していた‘９０年代にもバドミントンブームはあった

が、’００年代は、北京五輪にも出場するなど名実ともに人気を博したオグシオ（小椋

久美子・潮田玲子）ペアとスエマエ（末綱聡子・前田美順）ペアの活躍などで、阿南

市内でもバドミントン人口が急増、現状の盛り上がりは予想以上であった。

平成２１年１月１０～１１日には、日本バドミントン専門店会の発案により、３人

制のバドミントン『トリプルス』、その第一回全国選手権大会が開催。

初心者や年配者には、コートを広くカバーするのが難しい競技の為発案された競技

で、徳島県内でもいち早くその取組をする団体もある。  

かつては、中学生や一般の練習でもよく使用されていた、安価で耐久性の強いナイ

ロン製のシャトルを使った、第一回全日本ナイロンシャトルダブルス大会が３月７～  

８日に開催をした。今までのバドミントンのイメージ

は、『暗い競技、運動量の激しい競技、シャトル代が高

い』といった、マイナス点ばかりであった時代から、

『面白い、魅力あるスポーツ』へと変わりつつあるの

で、今後も広く認知されていけば人気がでると思う。  

平成１０年から現在までの主要な社会人の顔ぶれは、

平成１４年９月の四国総合選手権で、男子４０歳シン

ルスで六連覇を達成した四電エンジニアリングの戎  
裕二を始め、阿南市役所の原田善人、阿南クラブの

阿南市スポーツ総合センター那賀川スポーツセンター
グ

野
四国総合選手権

戎野裕二Ｖ６達成
6
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西村博幸、近藤泰司、品川宜丈、中岡光代、チェリークラブの加本たえ子、小西恵美

子、那賀川クラブの南美代、高橋健治、四電ＡＰＳの木曾英敏、中東禎胤、若田光、

秦野智宏、紀井周一、挟谷衣知子、新野体協の井上英樹、笹松靖弘、林智之、大野体

協の山ノ井正男、山田聡、山下貴史、大塚製薬鷲敷の近藤貴資、名合麻矢、片山直美、

羽ノ浦体協の神野博吉、生田泰之、新居晴美、岩佐祥子、あひるクラブの徳本市郎、

森野公明、横田秀信、福井体協の原田望（旧姓坂田）、宮本俊徳、高松喬太、松村美穂

（旧姓生田）、宮本加奈子（旧姓岩佐）、長生クラブの森本龍彦、山田喜久、西岡章、

西野卓秀、西平知加、日亜化学の小磯和弘、小川浩之、西岡敏也、野木基寿、中川純

たちが市内大会の常連選手である。

高校生では富岡東高校の埴渕充普、佐幸直也、杉本奈緒子、天羽智子、富岡西高校

の茂村かおり、徳島県内初ＪＯＣジュニアオリンピックカップに出場した大谷恵、阿

南工業高校の坂口祐太、新野高校の一ノ宮英範、福谷美和、阿南高専では菖蒲智之、

西真人、長楽文子、内山裕可里たちは、現役又は卒業者ではあるが今も市内大会等で

活躍している。

阿南市のバドミントン５０年を振り返ってみますと、選手及び愛好者は他市町村に

比べても少ないわけでもないが、本市では高校入学前からバドミントンを行っている

者が少なく、高校から始めた初心者が大半であり、また高校卒業後バドミントンを続

ける者も少ない。そんな中でも『県南であの人有り』と名を高くした選手が多いわけ

であり、老若男女を問わず今後も情熱を傾け、技量を向上させ、活躍ぶりを応援して

いきたいものです。

現在阿南市では、富岡東高校、富岡西高校、阿南工業高校、新野高校、阿南高専、

羽ノ浦中学校の６学校のバドミントン部と、約２０の社会人クラブチームが活動を行

っており、毎年６月に阿南市体育協会長杯、８月には阿南市体育祭、９月には阿南市

会長杯、１１月に羽ノ浦町大会、１月に阿南市選手権大会、３月に阿南市創世杯の６

大会を行っており市外チームの方々にも多数ご参加及び、ご協力を頂いているところ

であり、おかげを持ちまして県南最大で盛大な大会ができる様になり、深く感謝いた

しております。

今後におきましても、バドミントン競技人口の拡大や競技レベルの向上を目指し、

切磋琢磨し、前進して参りたいと思っております。

最後に、当時経済的そして、練習場の不足、不備などハード面での多種多様な問題

を克服され数々の実績を残して頂きました先輩諸氏と選手の方々並びに関係者の皆様

をはじめ、今回本稿を書くに当たり資料提供等大変お世話になった方々に深く感謝申

し上げますと、ともに、筆舌で至らぬ点で意を表せなかったことをお詫び申し上げま

す。  


