
平成 22 年 9 月 10 日 

ＴＥＦ通信 

 
 朝夕はだいぶしのぎやすくなりましたが、皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。 
 さて、下記のように、事務連絡をご案内させて頂きますのでご確認下さい。 
 
１．平成 22年度 第 49回全日本教職員バドミントン選手権大会 結果報告 
 
   8月 4日（水）～8日（日） 鹿児島県薩摩川内市 サンアリーナせんだい 
      参加選手 47名、大会役員 3名 
 
  都道府県対抗 総合優勝（２年ぶり６回目） 
 
  団体戦（ベスト 8以上） 
      一般男子    第３位 

中島真実，氏井 聡，高寺 徹，今村吾朗，守口 昌 
      一般女子    第５位 

大川真由，中山 薫，坂上真紀，和田しおり，下島 歩 
      成壮年男子  第３位 

小川壮司，岩瀬久芳，合田洋平，芦澤康宏，谷口紀夫，蓼沼康史 
平井克英，佐藤 正，近藤良二 

 
個人戦（ベスト 8以上） 

    一般女子複  5位    坂上真紀・和田しおり 
    30代男子単  3位    中島真実 
    30代男子複  5位    飯田憲史・原田純二 
    40代男子複  5位    谷口紀夫・芦澤康宏 
    5位    藤井弘行・髙橋智朗 
    40代女子単  優勝（3年連続 3回目） 若月美智子 
                2位    遠江久美子 
    3位    平山久仁子 
    5位    岡野恵聖子 

40代女子複  5位    遠江久美子・若月美智子 
   5位    平山久仁子・岡野恵聖子 
60代男子単  優勝（3年連続 3回目） 平井克英 

           2位    水上英二 
60代男子複  優勝（2年連続 2回目） 平井克英・水上英二 

 
    ただし、５位とはベスト８を表します。 
  詳しい試合結果は JEF(日本教職員バドミントン連盟)のホームページをご覧下さい。 
 
 
 
２．平成 23年度 第 50回全日本教職員バドミントン選手権大会について 
 
  平成 23年度は、山形県（7月 29日～8月 2日，29日は開会式等，競技は 30日～）で開催予定で

す。（日程は変更になる場合があります。） 
 
  一昨年度より、男子 70歳以上の部，女子 50歳以上の部が実施されましたが、参加数の関係で今年

も正式種目とするには至りませんでした。（教職員連盟としては正式種目ですが、日本協会として

はエキシビション扱いとなります。正式種目(日本バドミントン協会公認)として新設するためには

8～16組程度の参加が必要。）是非多くの方に参加を促して下さい。 
 
 
 



３．ＴＥＦ練習会のお知らせ 
 
    ＴＥＦの練習会はしばらくありません。東京家政学院の練習会をご利用ください。 
 
    東京家政学院教職員練習会（教職員有志の練習会。通常は第 2,4木曜日）参加費シャトル代 1000円 
      9 月 9 日（木）18:30～ 東京家政学院 アリーナ 
      9 月 23 日（木）18:30～ 東京家政学院 アリーナ 
 （お問い合わせは、東京家政学院の大久保先生まで。 携帯電話 090-6524-2321） 
        校舎改修工事校舎改修工事校舎改修工事校舎改修工事のためのためのためのため、、、、車車車車でのでのでのでの来校来校来校来校はははは出来出来出来出来ませんのでませんのでませんのでませんので、、、、ごごごご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。    
 
 
４．第 34回東京都教職員学校対抗バドミントン大会（団体戦３ダブルス）のご案内 
 
    今年度も学校対抗戦を下記の日程で予定しています。例年は学期末に実施していましたが、今年度

は 10 月中旬に実施することとなりました。実施時期につきましては、いつ頃がより多くの学校に参

加していただけるのか TEF 本部でも検討を重ねております。実施時期についてのご意見等がござい

ましたら、事務局までお願いいたします。 
本年度も多くの学校･チームの参加をお待ちしております。詳細につきましては、同封いたしまし

た大会要項をご覧ください。ご参加の程よろしくお願いいたします。 
 
        期日 平成 22年 10月 17日(日) 
        会場 東京工業大学（大岡山キャンパス） 
 
５．その他 
 

・ 毎年恒例の新潟県教職員チームとの交流合宿の件ですが、例年通り 12月初旬に実施する方向で

現在計画が進行中です。詳しくは後日ご案内いたします。毎年 11月末～12月上旬の忙しい時期

に実施しているということもあり、なかなか参加するのが難しいというのは十分承知しています

が、多くの方の参加者をお待ちいたしております。 
 

・ ダブルス大会（個人戦 選手権(年齢別)･親睦の部）は 2月下旬～3月中旬に予定しています。 
 

・ 全日本教職員バドミントン選手権大会に出場された選手の方で、日本バドミントン協会の登録番

号を事務局（森本）に連絡していない方は、大至急事務局（森本）までご連絡ください。 
 

・ JEF登録会員の方々には JEF NEWSを同封いたしました。JEF NEWSは日本教職員バドミン

トン連盟のホームページでも閲覧できます。 
 
 

     東京都教職員バドミントン連盟（ＴＥＦ） 
 

理事長 須田 和裕     e-mail : suda@hum.titech.ac.jp 
勤務先 東京工業大学    TEL (03)5734-2290 

〒152-8552 目黒区大岡山 2-12-1-W9-3 FAX (03)5734-2290 
 

事務局 森本 俊彦     e-mail : morinpy@amy.hi-ho.ne.jp 
勤務先 目白研心中学校・高等学校   TEL (03)5996-3131 

〒161-8539 新宿区中落合 4-31-1  FAX (03)5996-3066 
 
 

TEF公式 homepage  ：  http://www.amy.hi-ho.ne.jp/morinpy/TEF/ 
i-mode専用 homepage  ：  http://www.amy.hi-ho.ne.jp/morinpy/TEF/i/ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  １９９９(平成 11)年度 東京都教職員バドミントン連盟             
        学校対抗団体戦要項                     
 
１．主  催 東京都教職員バドミントン連盟                               
２．協  賛  株式会社ゴーセン ダイワ精工株式会社 
       ブリヂストンスポーツ株式会社  ヨネックス株式会社  
       ミズノ株式会社 メトロレジャー株式会社                     
３．期  日 1999年 12月 19日（日）                                 
       集合 ９：００   競技開始 ９：３０                     
４．会  場 都立永福高等学校体育館（校舎３階）                               杉並区

永福１－７－２８（京王線 明大前または下高井戸       
                                      井の頭線 永福町 何れも徒歩 10分） 
５．参加資格  本年度東京都教職員バドミントン連盟登録会員の所属している         職場 

及び東京都内の教育機関に勤務する教職員 
６．競技方法 各学校（職場）３複による対抗戦（男女混合可）               
７．組 合 せ 昨年度実績によりリーグ戦を行う予定（本部に一任のこと）     
８．シャトル 本年度日本バドミントン協会検定合格球                       
９．参 加 料 １チーム６０００円                                        
              個人参加は１０００円 （参加料は当日ご持参ください） 
10．表  彰 各部１位に賞状 全員に参加賞（抽選を行います）             
11．申し込み 締め切り  １１月２８日（金）                             
       理事長 水上英二 または 事務局 武内 彰                 
       まで 申し込み用紙に記入の上、ﾌｧｸｼﾐﾘ等でお願いします。     
12．その他 ・６名に満たない場合、同一職場で最低４名でも参加できます。        但し、

重複しない２組のペアの勝敗は有効ですが、重複する  
       １組のペアは勝敗にかかわらず負けとみなします。 
       個人参加も可です。その場にいる人とチームを作りますが、この 
       チームはオープン参加とし、順位に含めません。               
            ・会場近くには飲食店がないので、できる限り昼食を用意して 
              下さい。 
 
              東京都教職員バドミントン連盟（ＴＥＦ） 
                理事長 水上英二 



                自 宅 〒192-01 八王子市下恩方町 1439 ｰ 4  (0426)51-0071 
                勤務先  都立町田工業高等学校             (0427)91-1035 
                        〒194 町田市忠生 1-20-2     FAX (0427)94-0443 
 
                事務局 武内 彰 
                自 宅  〒190 立川市若葉町 2-9-8     (0425)36-3017 
                勤務先 都立永福高等学校                  (03)3325-3311 
                        〒168 杉並区永福 1-7-28       FAX (03)5376-2143 
 
 キ リ ト リ   

 
  東京都教職員バドミントン学校対抗戦 
           申し込み用紙 

 職場名  申し込み責任者  

 所在地 〒  電話  

     選手氏名  会員     選手氏名 会員  

      

      

      

      

    会員の方には○をつけて下さい。 
 


