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                                       2015年12月7日 

 

日本ユニシス実業団バドミントン部 

「平成27年度 第69回 全日本総合バドミントン選手権大会」で3種目制覇 

 

日本ユニシス株式会社（本社：東京都江東区、社長：黒川 茂、以下 日本ユニシス）実業団バドミントン部（注１）は、12月

6日、国立代々木競技場第二体育館で行われた「平成 27年度 第 69回 全日本総合バドミントン選手権大会（以下 

全日本総合）」において、女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3種目を制覇しました。 

 

日本最高峰の大会である全日本総合で、女子シングルス奥原希望が4年ぶり2度目の優勝、女子ダブルス高橋礼

華・松友美佐紀組が2年ぶり4度目の優勝、混合ダブルス数野健太・栗原文音組が初優勝を果たしました。 

 

奥原希望、高橋・松友組、数野・栗原組は、いずれも2016年リオデジャネイロオリンピックへの出場とメダル獲得を

目指しています。 

 

 今後、奥原希望、高橋・松友組は、12月9日にドバイにて開幕するスーパーシリーズランキング上位者のみが出

場できる大会「BWFスーパーシリーズファイナル2015（注2）」に、数野・栗原組は、12月7日にアメリカ・オレンジ

カウンティにて開幕する「2015 K&Dグラフィックス/ヨネックスグランプリ」に出場し、優勝を目指します。 

 

以 上 

 

 

 

 

  

奥原希望 高橋礼華’（右）・松友美佐紀組 数野健太（右）・栗原文音組 
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＜選手コメント＞ 

 

奥原希望 

「日本のエースを証明する全日本総合でタイトルを獲得でき、嬉しく思います。 

スーパーシリーズファイナルは、厳しい戦いになると思いますが、自分らしいプレーで1戦1戦、戦いたい 

と思います。どうぞ応援よろしくお願いいたします。」 

 

高橋礼華 

「今大会は、昨年の自分たちへのリベンジという気持ちで挑みましたが、優勝という結果につながり嬉しく思い 

ます。今週のスーパーシリーズファイナルでも、より最高のパフォーマンスで連覇できるよう、頑張って 

きたいと思います。たくさんの応援ありがとうございました。」 

 

松友美佐紀 

「全日本総合で優勝でき嬉しく思います。日本の一番手として、堂々と世界で戦っていきたいと思います。 

今週は、スーパーシリーズファイナルがあります。自分たちのプレーを思い切りぶつけて、頑張ってきます。 

どうぞ応援よろしくお願いいたします。」 

 

数野健太 

「5年ぶりの決勝の舞台で、初めて総合のタイトルを獲得することができ、本当に嬉しく思います。 

決勝戦は苦しい展開が続きましたが、諦めずに戦った結果が、優勝につながったと思います。 

この結果を自信にして、オリンピックレースも最後まで諦めずに頑張りたいと思います。」 

 

栗原文音 

「今大会は、誰よりも混合ダブルスに賭ける思いが強かったので、優勝することができ本当に嬉しいです。 

この優勝で、やっとオリンピックレースのスタートラインに立てたと思っています。目の前の1試合1試 

合に集中して、最後まで諦めずに頑張りたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。」 

 

【プロフィール】 

 

＜奥原 希望（おくはら のぞみ）＞ 

 

1995年3月13日（20歳）156.3cm 

長野県大町市出身 埼玉県立大宮東高校卒 2013年入社 

女子シングルス：世界ランキング（注3）9位・日本ランキング（注4）3位 

2015 ヨネックスオープンジャパン 女子シングルス 優勝 

2015 USオープン 女子シングルス 優勝 

2015 中国インターナショナルチャレンジ 女子シングルス 優勝 

2015 マレーシアマスターズ 女子シングルス 優勝 

2014 韓国オープン 女子シングルス 優勝 

2014 ベトナムオープン 女子シングルス 優勝  

2014 ニュージーランドオープン 女子シングルス 優勝 

2014 マレーシアオープン 女子シングルス 第3位 

2012 全日本総合選手権大会 女子シングルス 第3位 

2012 世界ジュニア 女子シングルス 優勝 

2012 インターハイ 女子シングルス 優勝  

2012 カナダグランプリ 女子シングルス 優勝 

2012 アジアジュニア 女子シングルス 準優勝 

2012 日本ランキングサーキット大会 女子シングルス 優勝 

2011 全日本総合選手権大会 女子シングルス 優勝 

2011 世界ジュニア 女子シングルス 第3位 

2011 オーストラリア国際チャレンジ 女子シングルス 優勝 

2010 アジアユースジャパン 女子シングルス 優勝 
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＜高橋 礼華（たかはし あやか）＞ 

 

1990年4月19日（25歳）164cm 

奈良県橿原市出身 聖ウルスラ学院英智高校卒 2009年入社 

女子ダブルス：世界ランキング1位・日本ランキング1位 

2015 中国オープン 女子ダブルス 準優勝 

2015 インドオープン 女子ダブルス 優勝 

2014 BWFスーパーシリーズファイナル 女子ダブルス 優勝 

2014 第17回アジア競技大会 準優勝 

2014 ヨネックスオープンジャパン 女子ダブルス 優勝 

2013 全日本総合選手権大会 女子ダブルス 優勝（三連覇） 

2013 全日本総合選手権大会 混合ダブルス 第3位 

2013 ヨネックスオープンジャパン 女子ダブルス 第3位 

2013 全日本社会人選手権大会 女子ダブルス 優勝 

2013 シンガポールオープン 女子ダブルス 準優勝 

2013 日本ランキングサーキット大会 混合ダブルス 優勝 

2013 マレーシアオープン 女子ダブルス 準優勝 

2012 全日本総合選手権大会 女子ダブルス 優勝 

2012 デンマークオープン 女子ダブルス 準優勝 

2012 全日本社会人選手権大会 女子ダブルス 優勝  

2012 カナダオープン 女子ダブルス 優勝 

2012 USオープン 女子ダブルス 優勝 

2011 全日本総合選手権大会 女子ダブルス 優勝 

2010 全日本総合選手権大会 女子ダブルス 第3位 

2010 全日本社会人選手権大会 女子ダブルス 優勝 

＜松友 美佐紀（まつとも みさき）＞ 

 

1992年2月8日（23歳）159.5cm 

徳島県板野郡出身 聖ウルスラ学院英智高校卒 2010年入社 

女子ダブルス：世界ランキング1位・日本ランキング1位 

混合ダブルス：世界ランキング18位・日本ランキング1位 

2015 中国オープン 女子ダブルス 準優勝 

2015 インドオープン 女子ダブルス 優勝 

2014 BWFスーパーシリーズファイナル 女子ダブルス 優勝 

2014 全日本総合選手権大会 混合ダブルス 優勝（二連覇） 

2014 第17回アジア競技大会 女子ダブルス 準優勝 

2014 ヨネックスオープンジャパン 女子ダブルス 優勝 

2014 ヨネックスオープンジャパン 混合ダブルス 第3位 

2013 全日本総合選手権大会 女子ダブルス 優勝（三連覇） 

2013 全日本総合選手権大会 混合ダブルス 優勝 

2013 ヨネックスオープンジャパン 女子ダブルス 第3位 

2013 全日本社会人選手権大会 女子ダブルス 優勝 

2013 全日本社会人選手権大会 混合ダブルス 優勝 

2013 シンガポールオープン 女子ダブルス 準優勝 

2013 日本ランキングサーキット大会 混合ダブルス 優勝 

2013 マレーシアオープン 女子ダブルス 準優勝 

2012 全日本総合選手権大会 女子ダブルス 優勝 

2012 デンマークオープン 女子ダブルス 準優勝 

2012 全日本社会人選手権大会 女子ダブルス 優勝  

2012 カナダオープン 女子ダブルス 優勝 

2012 USオープン 女子ダブルス 優勝 

2011 全日本総合選手権大会 女子ダブルス 優勝 

2010 全日本総合選手権大会 女子ダブルス 第3位 

2010 全日本社会人選手権大会 女子ダブルス 優勝 

  



  

4 

＜数野 健太（かずの けんた）＞ 

 

1985年11月25日（30歳）170cm／67kg 

滋賀県大津市出身 日本大学卒 2008年入社 

混合ダブルス：世界ランキング30位・日本ランキング2位 

男子ダブルス：世界ランキング21位・日本ランキング2位 

2014 全日本総合選手権大会 男子ダブルス 第3位 

2014 日本ランキングサーキット ダブルス 優勝 

2014 日本ランキングサーキット 混合ダブルス 第3位 

2013 日本ランキングサーキット ダブルス 優勝 

2011 全日本総合選手権大会 ダブルス 第3位 

2010 全日本総合選手権大会 ダブルス 準優勝 

2009 全日本総合選手権大会 ダブルス 準優勝 

2008 全日本総合選手権大会 ダブルス 準優勝 

＜栗原 文音（くりはら あやね）＞ 

 

1989年9月27日（26歳）172cm 

福岡県北九州市出身 九州国際大学付属高校卒 2008年入社 

混合ダブルス：世界ランキング30位・日本ランキング2位 

女子ダブルス：世界ランキング28位・日本ランキング4位 

2015 USオープン 女子ダブルス 準優勝 

2015 スイスオープン 女子ダブルス 準優勝 

2015 ポルトガル国際 女子ダブルス 優勝 

2014 全日本総合選手権大会 女子ダブルス 準優勝 

2014 全日本総合選手権大会 混合ダブルス 第3位 

2014 マレーシアインターナショナルチャレンジ 女子ダブルス 優勝 

2014 全日本社会人大会 混合ダブルス 優勝 

2014 日本ランキングサーキット大会 混合ダブルス 優勝 

2014 大阪インターナショナルチャレンジ 女子ダブルス 第3位 

2011 ドイツオープン シングルス 準優勝 

2010 マレーシアインターナショナルチャレンジ 女子シングルス 優勝  

2010 ロシアオープン 女子シングルス 優勝 

 
注1：日本ユニシス実業団バドミントン部 

1989年 創部 
2000年 シドニーオリンピック、男子シングルス日本代表選手を輩出 
2004年 アテネオリンピック、男子シングルス日本代表選手を輩出 
2005年 「日本リーグ」初優勝 
2006年 国内団体戦の2大タイトル「全日本実業団選手権大会」・「日本リーグ」を完全制覇 
2007年 女子チームを創設 
2008年 北京オリンピック、男子ダブルス日本代表を輩出 
2009年 「日本リーグ」男子チーム優勝、「日本リーグ 2部」女子チーム優勝 
2010年 女子チーム「日本リーグ2009」入替戦に勝利し1部昇格 
2010年 「日本リーグ2010」史上初の男女同時優勝を達成 
2011年 「日本リーグ2011」女子チーム 2連覇を達成 
2012年 「全日本実業団選手権大会」男子チーム6年ぶり2度目の優勝 
2012年 ロンドンオリンピック、混合ダブルス日本代表を輩出 
2013年 「全日本実業団選手権大会」で男女同時優勝を達成 

2013年 「日本リーグ2013」で史上2度目の男女同時優勝を達成 

2014年 女子チーム「第64回全日本実業団選手権大会」で2連覇達成 

2015年 女子チーム「第65回全日本実業団選手権大会」で3連覇達成 
 

注2：スーパーシリーズファイナル 
世界バドミントン連盟（BWF）が2007年より実施している年間12大会開催される「スーパーシリーズ」 
の上位8人、8組が出場できる大会。 
 

注3：世界ランキング 
世界バドミントン連盟（BWF）が発表する世界ランキング。（2015年12月3日時点） 
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注4：日本ランキング 
日本バドミントン協会が発表する日本ランキング。（2015年11月6日時点） 
 

＊関連URL ： 

■日本ユニシス実業団バドミントン部 http://www.unisys.co.jp/BADMINTON/ 

■日本ユニシス実業団バドミントン部女子チーム http://www.unisys.co.jp/BADMINTON/w/ 

 

※掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、 

あらかじめご了承ください。 


