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ヒューリック株式会社は、パラバドミントン競技の更なる発展を期待し、
選手の皆さまの活躍を応援していきます。
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　「第6回DAIHATSU日本障がい者バドミントン選手権大会」が滋賀県草津市で開催されますこ
とを大変喜ばしく思います。 
　コロナ禍での開催となる今大会は、感染予防対策を講じた中で、皆様のご理解ご協力を賜り開
催する運びとなりました。様々な制限がある中、バドミントンを楽しみ、練習を行ってこられた皆さ
んの成果を存分に発揮していただく場となることを望みます。 
　2021年に向け、更なる発展を遂げられるよう、今後とも日本の障がい者バドミントンの発展に
お力添えいただけますようお願い申し上げます。 
　最後になりましたが、本大会を開催するにあたり、多大なるご支援ご協力を賜りました滋賀県バ
ドミントン協会をはじめ関係各位に深く感謝申し上げ、私のご挨拶といたします。

　冠スポンサーとして４度目の「DAIHATSU日本障がい者バドミントン選手権大会」を無事に迎
えることができます事を、大変喜ばしく思います。
　今年は新型コロナウイルスの影響により、予定されていたほとんどの国内外バドミントン大会
が中止となりました。そんな中、国内最高峰である本大会が今年も開催できる事は、障がい者ス
ポーツにとって新しい一歩となると確信しております。
　次世代の登竜門でもある本大会で、選手の皆様には今までとは違う環境の中で一生懸命練習
してこられた成果を思う存分発揮頂き、将来の夢に繋げてもらいたいと思います。
　当社スローガン「           　　　　 」の考えのもとスタートしたバドミントン応援活動も今年で
４年目を迎え、グループ会社と共に地域に根ざしたコトづくりにも取り組んで参りました。選手に
新しい輝きをお届けしたいという想いのもと、グループ会社のダイハツメタル並びに手織真田紐
工房 西村様と共に創り上げた表彰メダルが、今年も選手の皆様の更なる励みになれば幸甚です。
　最後に、様々な感染予防対策を講じながらも本大会開催にご尽力を賜りました日本障がい者
バドミントン連盟、滋賀県バドミントン協会並びに関係者各位、ご協賛各社に深く敬意を表します
とともに、本大会の成功と選手皆様のご健闘、そして新型コロナウイルスが早急に終息することを
祈念し、ご挨拶とさせていただきます。

　「第6回DAIHATSU日本障がい者バドミントン選手権大会」が、ここ滋賀の地で開催されますこ
とをお喜び申し上げますとともに、全国から来県された皆様を心から歓迎いたします。
　今年は、新型コロナウイルスの影響により、男女とも競技はシングルスのみ、また無観客というこ
とで、感染拡大防止対策を講じての開催と伺っており、皆様の感染症拡大防止の御協力に感謝申
し上げます。
　さて、滋賀県では、国民スポーツ大会と全国障害者スポーツ大会の開催を控え、今後開催予定の
東京オリンピック・パラリンピック、ワールドマスターズゲームズ2021関西も含めて、スポーツと文
化で滋賀、そして日本を盛り上げようと取り組んでいます。
　選手の皆様におかれましては、本大会を迎えるにあたり日々練習に励んでこられた成果を存分
に発揮されることを期待します。また、大会に参加される多くの仲間との親睦を深めていただくと
ともに、琵琶湖をはじめとする滋賀の豊かな自然や歴史、食文化などの魅力に触れていただき、こ
の機会に、滋賀ならではの体験をお持ち帰りいただければ幸いです。
　結びに、大会の開催にあたり、御尽力いただきました役員および関係の皆様に感謝を申し上げ
ますとともに、本大会の御成功とさらなる発展を心からお祈り申し上げ、歓迎のあいさつとします。

ご
あ
い
さ
つ



滋賀県
バドミントン協会
会長

藤原 健二

　皆様を草津市にお迎えし、「第６回DAIHATSU日本障害者バトミントン選手権大会」が開催さ
れますことを心よりお喜び申し上げます。
　本市におきましては、2025年に全国障害者スポーツ大会の開催を控えており、今回のバトミン
トン選手権大会の開催は、市内の障害者スポーツの機運をよりいっそう高めることに繋がるもの
と期待しております。
　出場される選手の皆様におかれましては、日頃の練習の成果を存分に発揮いただき、ベストを
尽くされることを願っております。
　結びにあたりまして、本大会のご成功と出場される選手の皆様のご健闘を祈念し、歓迎のこと
ばとさせていただきます

　「第6回DAIHATSU日本障がい者バドミントン選手権大会」の選手・役員の皆様、ようこそ滋賀
県へ。地元、滋賀県バドミントン協会を代表して、心から歓迎申し上げます。
　本年は新型コロナウィルスの影響もあり、関係者の皆様におかれましては大会開催に向け、大
変なご苦労があったことと思います。そのご努力と強い信念に深く敬意を表します。
　さて、滋賀に縁の深い芭蕉は元禄3（1690）年、47歳の師走に「比良三上雪さしわたせ鷺の橋」
と詠んでいます。句意は、琵琶湖はいま、西に聳える比良山も東に望む三上山も雪に覆われ、真白
な雪景色の中にある。湖上を群れ飛ぶ白鷺よ、純白の翼を並べて七夕の鵲（かささぎ）の橋のよう
に二つの山の間に雪の橋を架け渡してほしいものだ、です。
　本大会においても鍛え抜かれた選手の皆さんによる白熱したゲームは、必ずや選手とサポー
ターの間に、シャトルと同じ「白い桟（かけはし）」をかけてくれることと確信します。
　選手の皆さんは今後開催予定のパラリンピック等を目指し様々な工夫や努力を継続されてお
られることと思います。どうか日頃の成果を遺憾なく発揮され、シャトルを打ち合うことの楽しさ
を「今、ここから」世界に発信してくださることを心より願っています。
　結びに、本大会の成功とパラバドミントンの益々の発展を祈念いたしまして、歓迎の言葉といた
します。

草津市長

橋川 渉
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大会概要

開催日程

運営協力

会 場

主 催

助 成

特別協賛

協 賛

後 援

第6回DAIHATSU日本障がい者バドミントン選手権大会 

2020年12月19日（土）～ 12月20日（日）

YMITアリーナ（滋賀県草津市野村三丁目3番27号）

一般社団法人日本障がい者バドミントン連盟

公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団

ダイハツ工業株式会社

ヒューリック株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会、
公益財団法人日本バドミントン協会、滋賀県、草津市

滋賀県バドミントン協会、近畿バドミントン協会審判委員会 



下肢障がいのため
車いすでプレー

シングルスコート半面でプレー シングルスコート全面でプレー

障がいの程度重い 軽い 障がいの程度重い 軽い

下肢障がいがあるが
立ってプレー

切断や
まひなどの
上肢障がい

低身長

WH1 WH2 SL3 SL4 SU5 SH6

車いすカテゴリー 立位カテゴリー

立 位車いす「車いす」と「立位」、

 2つのカテゴリー があります

障がいの種類や程度により、

 6つのクラス に分かれます

パラバドミントンには、大きく分けて「車いす」と「立位」という
2つのカテゴリーがあり、さらに障がいの種類や程度に合わせて
6つのクラスに分かれます。

下肢障がい、上肢障がい、低身長といった障がいの種類、またその程度によってクラスが分けられ、
使用するコートの面積も変わります。

パラバドミントン ポイント解説

パラバドミントンとは？
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POINT

POINT

クラス分け一覧



WH1・WH2

SL3・SL4

SL3・SL4・SU5

男子ダブルス
女子ダブルス
ミックスダブルス

女子ダブルス
ミックスダブルス

男子ダブルス

SU5 男子ダブルス 制限なし

3

7

8

WH1 + WH2 （=3）

クラス 上限ポイント 例種目

WH1 + WH1 （=2）

SL3 + SU5 （=8）
SL4 + SL4 （=8）
SL3 + SL4 （=7）

WH2 + WH2 （=4）

SL3 + SL4 （=7）
SL3 + SL3 （=6）

SL4 + SU5 （=9）
SL4 + SL4 （=8）

SU5 + SU5 （=10）
SL4 + SU5 （=9）

コートの使い方 が違います

ダブルスの上限ポイント とは？

車いすならではの ルールがあります

車いすカテゴリーのWH1とWH2、立位カテゴリーではあるものの重度の下肢障がいのある
SL3クラスは、シングルスの場合、通常コートの1/2にあたるシングルスコートの半面で行われます。
また、車いすカテゴリーは、ショートサービスラインより前はプレイエリア外となります。

パラバドミントンの国際大会では、シングルスとダブルスが行われます。
シングルスには「クラス別」と「男女別」、ダブルスには「男子」「女子」「ミックス」があります。ダブルスの
組合せはクラスによって決まり、各クラスの数字を足した合計に上限が定められています。

車いすカテゴリーならではのルールとして、

などがあります。

詳しくは次ページの「パラバドミントンでのコートの使い方」へ

サーブ時に車いす全体が静止した状態で打つこと

打つ瞬間、プレーヤーの胴体の一部が車いすのシートに接していること

インプレー中に足がコートに触れないこと

パラバドミントンは、世界バドミントン連盟の定めるルールに則って行われます。
ラケットやシャトルは通常のものを使用し、21点先取で1ゲーム獲得、2ゲーム先取した方の勝利。

ただし、障がいを考慮して以下のように一部ルールが変更されています。

パラバドミントンのルール
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プレー中のインエリア サーブ時のインエリア

レシーブ
エリア
レシーブ
エリア

レシーブ
エリア
レシーブ
エリア

レシーブ
エリア
レシーブ
エリア

車
い
す
カ
テ
ゴ
リ
ー

シングルス ダブルス

プレー中のインエリア

インエリア アウトエリア コート外（全てアウト）

サーブ時のインエリア

ショート
サービスライン
より後ろから
サーブ

ショート
サービスライン
より後ろから
サーブ

レシーブ
エリア
レシーブ
エリア

レシーブ
エリア
レシーブ
エリア

レシーブ
エリア
レシーブ
エリア

ショート
サービスライン
より後ろから
サーブ

ショート
サービスライン
より後ろから
サーブ

レシーブ
エリア
レシーブ
エリア

レシーブ
エリア
レシーブ
エリア

レシーブ
エリア
レシーブ
エリア

レシーブ
エリア
レシーブ
エリア

ショート
サービスライン
より後ろから
サーブ

ショート
サービスライン
より後ろから
サーブ

W
H
2

W
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1

パラバドミントンのコートは、ネットの高さは通常と同様ですが、
カテゴリーやクラスによってコートのインエリア（有効となるエリア）が異なります。

パラバドミントン ポイント解説

パラバドミントンでのコートの使い方



後ろに飛んだシャトルに手を伸ばす時な
ど、身体の動きを最大限発揮できるように
設定されています。

この部分を手で回し
て車いすを走らせま
す。ラケットを 持 ち
な がらでもこぐこと
ができる高い操作性
を誇ります。

腰、太もも、足の甲など、最大3つのベルトで
身体と車いすを固定します。

高さの規定はありませんが、座面の角
度は水平、もしくは臀部（後方）より足側

（前方）を高くしなくてはなりません。

1 〜 2cm地 面 か ら 浮 か
せ、後 方に付いている小
さ な 車 輪。サ ーブ や ス
マッシュなど、身体を反ら
せ体重を後ろにかけて打
つ時の転倒を防ぎます。

前 後 に急 発 進しや
すく、また転 倒しづ
らいように、角度を
14 〜 20度 に 設 定
し、ハの字型に取り
付けられています。

背もたれベルト

座面

タイヤの角度

ハンドリム

転倒防止キャスター

選手たちの“車いすさばき”に注目！

車いすバドミントンの試合は、左右前後の揺さぶりに対し、どう車いすをコントロールするかが勝負の
ポイント。ただでさえ操作の難しい車いすを、ラケット片手に高速で動かし続けるのは至難の業！
選手たちの華麗な“車いすさばき”にご注目ください！

車いすのカテゴリー（WH1、WH2クラス）の選手は、バドミントンをプレーするために進化した
競技専用車いすを使用します。女性でも簡単に持ち上げられるほど軽量化されるなど、いたるところに

競技に特化した工夫が見られ、車いすを操作しながらのスピーディーな攻防を可能にしています。

パラバドミントン専用の競技用車いす

6
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出場選手一覧

※出場選手は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※五十音順

浅尾 英司（あさお えいじ）

里見 紗李奈（さとみ さりな） 橋本 宜史（はしもと たかふみ）

花澤 杏奈（はなざわ あんな）

馬場 大地（ばば だいち）

濱田 健一（はまだ けんいち）

広井 拓（ひろい たく）

福井 澄子（ふくい すみこ）

福家 育美（ふけ いくみ）

藤野 遼（ふじの はるか）

藤原 大輔（ふじはら だいすけ）

前田 隆成（まえだ りゅうせい）

松田 貴幸（まつだ たかゆき）

松本 卓巳（まつもと たくみ）

武藤 知真（むとう かずま）

村山 浩（むらやま ひろし）

望月 悠生（もちづき ゆうい）

森 紀之（もり のりゆき）

八木 洋（やぎ ひろし）

山口 雄介（やまぐち ゆうすけ）

山﨑 海斗（やまさき かいと）

山崎 悠麻（やまざき ゆま）

山田 麻美（やまだ あさみ）

山本 勝洋（やまもと かつひろ）

山本 義和（やまもと よしかず）

渡辺 敦也（わたなべ あつや）

渡邉 環（わたなべ たまき）

澤田 詩歩（さわだ しほ）

島田 務（しまだ つとむ）

島田 緑（しまだ みどり）

正垣 源（しょうがき げん）

新明 功成（しんめい こうせい）

末永 敏明（すえなが としあき）

杉野 明子（すぎの あきこ）

鈴木 亜弥子（すずき あやこ）

鈴木 彪河（すずき ひょうが）

鈴木 麗美那（すずき れみな）

総毛 博之（そうけ ひろゆき）

高橋 剛志（たかはし つよし）

瀧本 成人（たきもと なるひと）

竹内 俊平（たけうち しゅんぺい）

竹村 一真（たけむら かずま）

竹山 隆人（たけやま たかひと）

田中 和弥（たなか かずや）

谷 英明（たに ひであき）

谷口 貴之（たにぐち たかゆき）

友寄 星名（ともよせ せな）

豊田 まみ子（とよだ まみこ）

長島 理（ながしま おさむ）

中村 海斗（なかむら かいと）

奈良 時雅（なら ときまさ）

西 寿生（にし としお）

西村 啓汰（にしむら けいた）

飯塚 裕人（いいづか ひろと）

井田 達也（いだ たつや）

伊藤 朝洸（いとう ともひろ）

伊藤 則子（いとう のりこ）

今井 大湧（いまい たいよう）

岩井 博行（いわい ひろゆき）

上野 智哉（うえの ともや）

浦 哲雄（うら てつお）

江上 陽子（えがみ ようこ）

大江 守（おおえ まもる）

大津 千佳（おおつ ちか）

大濱 真（おおはま しん）

大村 悠佳（おおむら ゆか）

小倉 理恵（おぐら りえ）

小野 紘汰（おの こうた）

梶原 洋菜（かじはら ひろな）

梶原 大暉（かじわら だいき）

神谷 泰範（かみや やすのり）

亀山 楓（かめやま かえで）

河瀬 優花（かわせ ゆうか）

河端 浩伸（かわばた ひろのぶ）

川森 弥生（かわもり やよい）

菊地 武志（きくち たけし）

越原 伸司（こしはら しんじ）

古藤 史人（ことう ふみひと）

斉藤 章良（さいとう あきよし）

小澤 伸一郎（おざわ しんいちろう）

中野 林太郎（なかの りんたろう）

松永 幸太郎（まつなが こうたろう）

畠山 洋平（はたけやま ようへい）

宇都宮 一（うつのみや はじめ）

千葉県

千葉県 福島県

千葉県

東京都

鹿児島県

東京都

奈良県

滋賀県

福岡県

東京都

千葉県

鹿児島県

千葉県

三重県

千葉県

千葉県

千葉県

広島県

東京都

福岡県

東京都

千葉県

大阪府

滋賀県

東京都

福島県

東京都岩手県

奈良県

奈良県

兵庫県

神奈川県

神奈川県

千葉県

宮城県

東京都

宮城県

岡山県

福島県

大阪府

滋賀県

神奈川県

東京都

兵庫県

東京都

東京都

千葉県

東京都

東京都

北海道

福岡県

東京都

長野県

京都府

神奈川県

兵庫県

山形県

愛知県

神奈川県

宮城県

東京都

東京都

滋賀県

東京都

奈良県

埼玉県

大阪府

埼玉県

熊本県

福岡県

福岡県

愛知県

宮城県

滋賀県

愛媛県

奈良県

東京都

愛知県

北海道

新潟県

宮城県

熊本県

福岡県



注目選手

娘と二人三脚で勝利へ

計算し尽くされた頭脳派プレーヤー

6連覇への挑戦

笑顔の中に秘めた闘志

福家 育美

鈴木 亜弥子

藤原 大輔

里見 紗李奈

先天性の病気で幼少期から車いすで生活。小学校はみ
んなと同じことをできるようにという母の思いから、一
般学級へ入学する。最初は「手伝って」とお願いするこ
とができず困ることもあったが、一歩を踏み出すと世界
は変わった。学生時代は陸上競技にのめり込み、高校
時代に趣味でバドミントンを始め、2014年より車いす
バドミントンを競技として開始する。2016年には長女
を出産し、子育てと競技に日々奮闘。今大会は地元滋
賀への恩返し。

バドミントン一家で育ち、1996年小学3年生の時にバ
ドミントンを始める。高校時代は、強豪校で健常者と共
に、日本一を目指しハードな練習の日々を過ごす。パラ
バドミントンの大会ではメダルを総取りし現役を引退。
だが、東京2020パラリンピックの開催決定をきっかけ
に現役復帰を決める。2019年11月東京で行われた国
際大会では、ライバルであるヤン・チウシャ選手（中国）
との激戦のすえ優勝。東京2020パラリンピックでの金
メダル獲得に情熱を燃やす。

2002年8歳の時に、2歳上の姉が小学校のスポーツ少
年団でバドミントンをしていたことをきっかけにバドミ
ントンを始める。健常者大会に出場していたが、リハビ
リセンターで見たチラシをきっかけにパラバドミントン
の大会に出場する。陸上用義足を日本で初めてバドミ
ントンに取り入れた第一人者で、義足ならではのダイナ
ミックなジャンピングスマッシュで頂点へと飛躍する。

2016年高校3年生の春、交 通事故で車いす生 活にな
る。2017年に父の 勧めで車いすバドミントンを始め、
2018年夏に出場した国際大会を機に、憧れのスジラッ
ト・ポッカム選手（タイ）を目標に練習に励み、2019年
世界選手権でスジラット選手を破り見事優勝。憧れの
選手を破り、競技歴2年半での世界選手権優勝という
偉業を達成し、一時は目標を見失うが、自分はいつでも
挑戦者という気持ちを持ち、練習に励む日々を過ごす。

2020年シーズン、最初で最後の公式戦となる今大会。国内No.1を目指
して各選手が挑みます。その中で特に注目したい選手4名を紹介します。



第5回 選手権大会レビュー

大会入賞者

大会ハイライト

開催地 ／ 千葉市開催日 ／ 2019 年 12 月 14〜15 日

2019年度大会は、千葉県千葉市で2度目となる大会が開催され、121名の選手がエントリーをしました。日頃の練習の成果を発揮し、熱
い戦いが繰り広げられました。また、選手同士の交流も見られ、2018年度大会で知り合った選手がダブルスを組む様子も見られました。

長島 理　　　（東京）

村山 浩　　　（千葉）
梶原 大暉　　（福岡）

女
子
シ
ン
グ
ル
ス

ダ
ブ
ル
ス

男
子
シ
ン
グ
ル
ス

梶原 大暉　　（福岡）

藤原 大輔　　（東京）
山本 勝洋　　（大阪）

山崎 悠麻　　（東京）

藤原 大輔　　（東京）

浦 哲雄　　　（東京）
今井 大湧　（神奈川）

伊藤 則子　　（愛知）

山本 勝洋　　（大阪）

田中 和弥　　（東京）
中野 林太郎　（長野）

亀山 楓　　　（宮城）

今井 大湧　（神奈川）

里見 紗李奈　（千葉）
山崎 悠麻　　（東京）

内田 典子　　（愛知）

畠山 洋平　　（東京）

石井 彩矢果　（長崎）
内田 典子　　（愛知）

中野 林太郎　（長野）

里見 紗李奈　（千葉）

村山 浩　　　（千葉）

渡辺 敦也　　（東京）
長島 理　　　（東京）

福家 育美　　（滋賀）

渡辺 敦也　　（東京）

末永 敏明　（神奈川）
広井 拓　　　（東京）

小倉 理恵　　（埼玉）

末永 敏明　（神奈川）

馬場 大地　　（東京）
伊東 勇哉　　（東京）

山田 麻美　　（千葉）

竹内 俊平　　（京都）

遠藤 聖也　　（静岡）
渡辺 力　　　（静岡）

藤野 遼　　　（福岡）

浦 哲雄　　　（東京）

福家 育美　　（滋賀）
小倉 理恵　　（埼玉）

花澤 杏奈　　（千葉）

鈴木 彪河　　（東京）

花澤 杏奈　　（千葉）
浅見 恋歌　　（千葉）

小野 紘汰　　（熊本）

西村 啓汰　　（千葉）

大濱 真　　　（埼玉）
島田 務　　　（奈良）

川森 弥生　　（奈良）

望月 悠生　　（千葉）

菊地 武志　　（東京）
梅田 学　　　（東京）

江上 陽子　　（滋賀）

広井 拓　　　（東京）

河端 浩伸　　（愛媛）
城所 孝彰　（神奈川）

中村 海斗　　（東京）

前田 隆成　　（千葉）
前田 泰成　　（千葉）

鈴木 麗美那　（宮城）

河端 浩伸　　（愛媛）

川森 弥生　　（奈良）
島田 緑　　　（奈良）

浅見 恋歌　　（千葉）

上野 智哉　　（東京）

荒木 未央　　（長崎）
山田 美樹　　（長崎）

田中 和弥　　（東京）

大濱 真　　　（埼玉）

大江 守　　　（東京）
松田 貴幸　（鹿児島）

大津 千佳　　（奈良）

前谷 峻彦　　（広島）

谷口 貴之　　（東京）
竹山 隆人　（神奈川）

瑞泉 亮子　　（長崎）

山口 雄介　　（東京）

竹山 隆人　（神奈川）

松﨑 雄大　　（茨城）
山田 直也　　（千葉）

杉野 明子　　（千葉）

城所 孝彰　（神奈川）

江上 陽子　　（滋賀）
大津 千佳　　（奈良）

荒木 未央　　（長崎）

山﨑 海斗　　（福岡）

栗丸 あすか　（福岡）
大村 悠佳　　（大阪）

松﨑 雄大　　（茨城）

MS WH1

MD WH1-2

WS WH1

MS WH2

MD SL3-4

WS WH2

MS SL3

MD SU5+

WS SL3

MS SL4

MD ID7

WS SU5+

MS SU5+

WD WH1-2

WS ID7

MS SH6

WD ID7

MS ID7

種　　目 優　　勝 準　優　勝 3　　位

53

2

1

4

大会終了後の記念撮影

王者奪還を目指す福家育美選手
（WH1）
5連覇に挑む山崎悠麻選手

（WH2）
2連覇を目指す里見紗李奈選手

（WH1）

シングルス3連覇・ダブルス
初優勝を目指す今井大湧選手

（SU5）

1

2

3

4

5



パラバドミントン界の第一人者、長島理選手
（WH1）

東京2020パラリンピックのパラバドミント
ンが開会される国立代々木競技場

日本の若きエース梶原大暉選手（WH2）

ココに
注目!!

ちょっと
深掘り

ココに注目!!

ココに注目!!

選手権大会の見どころ
知ればもっと、おもしろい！

今年はシングルスのみ開催。今季初の公式戦は混戦必至！

手に汗握るロングラリー！半面コートの試合はココに注目！

東京パラリンピックの新競技。日本人選手が世界トップで活躍中！

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今大会は全クラスともシン
グルスのみが実施される。2020年の締めくくりにして今シーズン初の公
式戦となる今大会は、選手にとって貴重な実戦の場。見どころも満載だ。
　まずは、女子車いすWH2の山崎悠麻、男子立位SL3の藤原大輔は5
連覇中と、無類の強さを誇る。そして、毎年激闘が繰り広げられる男子車
いすWH1は、今年も混戦模様だ。昨年2位の村山浩、勢いを増す次世代
アスリートの西村啓汰らの前に、王者・長島理が立ちはだかる。同WH2
は、日本のエースに成長した19歳の梶原大暉が連覇に挑戦。昨年の世
界選手権でWH2男子として日本人初の表彰台に立った渡辺敦也とのハ
イレベルな戦いは見逃せない。女子車いすWH1は、世界女王の里見紗
李奈と地元・滋賀の福家育美の2強に、次世代アスリートながら昨年3位
に入った川森弥生がどう絡んでくるか。
　上肢障害SU5は、聴覚障害や内部障害などの選手が加わり「SU5＋」
として実施する。この“異種試合”が見られるのは、日本選手権だけ。ま
た、知的障害「ID7」では、11月の日本知的障がい者バドミントン選手権
大会でシングルス2連覇を果たした、男子の中野林太郎のパフォーマン
スに注目が集まる。

　パラバドミントンは、アジアパラ競 技 大 会 の前身で、1975年から
2006年まで9大会が開催されたフェスピック（極東・南太平洋身体障
害者スポーツ大会）でも実施されていた歴史ある競技だ。とくにアジア
で盛んで、これまではそのアジアパラ競技大会と2年に一度開かれる世
界選手権が“2大大会”とされてきたが、パラリンピックでも東京大会か
ら新競技として採用されることになった。
　実は、単複ともに世界ランキング1位（2020年2月25日現在）の女子
車いすWH1の里見紗李奈をはじめ、複数の日本人選手が世界のトップ
レベルにあり、東京2020パラリンピックでもメダル獲得が期待されて
いる。いま大注目のパラバドミントンを、ぜひ応援しよう！

コートの半面で試合を行うのは、車いすと立位SL3のカテゴリー。コートが狭い分、相手の動きやシャトルの
軌道を予測する力、狙ったところに正確に打ち込む高いコントロールスキルが求められる。そうした緻密な
ショットの組み立てから繰り広げられるロングラリーは見ごたえ十分だ。

文・荒木 美晴（MA SPORTS）








