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２０１６年リオオリンピック出場(混合複)
（世界ランク１８位 5/5付けでの選出、栗原文音さんとのペアで）

数野健太選手のプロフィール
略歴 ■ 生年月日：1985年 11月 25日（現在30歳）

■ 身長/体重：170cm / 67kg

■ 利き腕：右 　

■ 出身校：大津市立坂本小学校　→　日吉中　→　比叡山高校　→　日本大学

■ 会社：日本ユニシス㈱在職　2008年入社　2015年までバド部キャプテン

■ 趣味：部屋の掃除、ショッピング

■ 今年の抱負：オリンピック出場

主な戦歴
〈国内試合〉 ■ １９９６年： 全国小学生大会　男子団体優勝　全国小学生選手権大会 シングルス３位

■ １９９７年： 全国小学生大会　男子団体優勝　全国小学生選手権大会 シングルス準優勝

■ １９９９年： 全国中学校大会　男子団体３位　

■ ２０００年： 全国中学校大会　男子団体優勝　　シングルス優勝　

■ ２００２年： インターハイ団体２位　シングルス準優勝　国体少年男子　３位

■ ２００３年： インターハイ　シングルス優勝　　国体少年男子　優勝（数野・早川初めてペアを組む）

■ ２００５年： 全日本インカレ　ダブルス３位（数野・早川組）

■ ２００６年： 全日本総合選手権大会　ダブルス・シングルスベスト８　全日本インカレ　ダブルス優勝（数野・早川組）　シングルス準優勝

■ ２００７年： 全日本総合選手権大会　ダブルス３位（数野・早川組）　全日本インカレ　ダブルス優勝（数野・早川組）　シングルス３位

■ ２００８年： 全日本総合選手権大会　ダブルス準優勝（数野・早川組）　日本ランキングサ－キット大会　ダブルス優勝（数野・早川組）

■ ２００９年： 全日本総合選手権大会　ダブルス準優勝（数野・早川組）　全日本社会人大会　ダブルス優勝（数野・早川組）

■ ２０１０年： 全日本総合選手権大会　ダブルス準優勝　全日本社会人大会　ミックスダブルス準優勝

■ ２０１１年： 全日本総合選手権大会　ダブルス３位

■ ２０１２年： 全日本社会人大会　ミックス優勝　全日本総合選手権大会　ミックスベスト８　日本ランキングサ－キット大会　ダブルス準優勝

■ ２０１３年： 日本ランキングサ－キット大会　ダブルス優勝　全日本社会人大会　ミックス３位　全日本総合選手権大会　ダブルス・ミックスベスト８

■ ２０１４年： 日本ランキングサ－キット大会　ダブルス優勝　全日本総合選手権大会　ダブルス３位

■ ２０１５年： 全日本総合選手権大会　ミックス優勝（写真下左） （数野・栗原組）

〈国際試合〉 ■ ２００６年： 世界学生選手権　ダブルス３位（数野・早川組）・シングルスベスト８

■ ２００７年： オーストラリアインターナショナル ダブルス 優勝（数野・早川組）　ルーマニアインターナショナル ダブルス 優勝（数野・早川組）

カナダインターナショナルチャレンジ ダブルス ３位（数野・早川組）

■ ２００８年： 大阪インターナショナルチャレンジ ダブルス ３位（数野・早川組）

■ ２００９年： ドイツオープン ダブルス 準優勝（数野・早川組）　大阪インターナショナルチャレンジ ダブルス ３位（数野・早川組）

スイスオープン ダブルス ベスト８（数野・早川組）

■ ２０１０年： オランダOP　ダブルス準優勝　デンマークOP　ダブルス３位　マレーシアOP　ダブルス　ベスト８

■ ２０１２年： USオープン　ダブルス準優勝

■ ２０１３年： 大阪インターナショナルチャレンジ ダブルス 優勝（数野・山田組）　

■ ２０１４年： 大阪インターナショナルチャレンジ ダブルス 優勝（２連覇）（数野・山田組）　

ロシアOP　ダブルス　優勝

■ ２０１５年： 大阪インターナショナルチャレンジ ダブルス 優勝（写真上右） ３連覇 （数野・山田組）

マレーシアマスターズ　ダブルス　優勝　　ポーランドOP　ダブルス　優勝

スディルマンカップ　団体準優勝　（写真右）

■ ２０１６年： シドモディインターナショナル　ミックス　優勝（数野・栗原組）

＊資料：日本バドミントン協会・日本ユニシス㈱・バドマガなどのHPから抜粋・参照



２０１６年リオオリンピック出場（男子複）
（世界ランク７位 5/5付けでの選出、遠藤大由さんとのペアで）

早川賢一選手のプロフィール
略歴

■ 生年月日：1986年 4月 5日（現在30歳）

■ 身長/体重：177cm / 79kg

■ 利き腕：右

■ 出身校：大津市立坂本小学校　→　日吉中　→　比叡山高校　→　日本大学

■ 会社：日本ユニシス㈱在職 2009年4月入社

■ 趣味：トレーニング

■ 今年の抱負：実業団、日本リーグで優勝すること

主な戦歴 ■ １９９５年： 全国小学生選手権大会 ダブルス優勝（早川・山口組）

〈国内試合〉 ■ １９９６年： 全国小学生大会　男子団体優勝　全国小学生選手権大会 シングルス準優勝

■ １９９７年： 全国小学生大会　男子団体優勝　全国小学生選手権大会 シングルス 優勝

■ １９９９年： 全国中学校大会　男子団体準優勝　ダブルス優勝（早川・辻田組）

■ ２０００年： 全国中学校大会　男子団体優勝　ダブルス準優勝（早川・多谷組）

■ ２００２年： インターハイ団体準優勝　ダブルス５位（早川・山口組）　国体少年男子　３位

■ ２００３年： インターハイ　シングルス準優勝　ダブルス３位（早川・多谷組）　国体少年男子　優勝（早川・数野初めてペアを組む）

■ ２００４年： インターハイ団体３位　ダブルス準優勝（早川・早崎組）　国体少年男子　３位　全日本Jr３位　高校選抜ダブルス優勝（早川・早崎組）

■ ２００５年： 全日本インカレ　ダブルス３位（早川・数野組）

■ ２００６年： 全日本インカレ　ダブルス優勝（早川・数野組）　シングルス　ベスト８

■ ２００７年： 全日本総合選手権大会　ダブルス３位（早川・数野組）　全日本インカレ　ダブルス優勝（早川・数野組）

■ ２００８年： 全日本総合選手権大会　ダブルス準優勝（早川・数野組）　日本ランキングサ－キット大会　ダブルス優勝（早川・数野組）

全日本インカレ　ダブルス準優勝　シングルス　３位

■ ２００９年： 全日本総合選手権大会　ダブルス準優勝（早川・数野組）　全日本社会人大会　ダブルス優勝（早川・数野組）

■ ２０１０年： 全日本総合選手権大会　ダブルス３位（早川・遠藤組）　　全日本社会人大会　ダブルス優勝　混合ダブルス３位

■ ２０１１年： 全日本総合選手権大会　ダブルス準優勝

■ ２０１２年： 全日本総合選手権大会　ダブルス優勝（早川・遠藤組）　　

■ ２０１３年： 全日本総合選手権大会　ダブルス優勝　2連覇（早川・遠藤組）　　混合ダブルス優勝（早川・松友組）

全日本社会人大会　混合ダブルス優勝

■ ２０１４年： 全日本総合選手権大会　ダブルス優勝(写真下左) 3連覇 （早川・遠藤組）　混合ダブルス優勝　２連覇

〈国際試合〉
■ ２００６年： 世界学生選手権　ダブルス３位（早川・数野組）・シングルスベスト８

■ ２００７年： オーストラリアインターナショナル ダブルス 優勝（早川・数野組）　ルーマニアインターナショナル ダブルス 優勝（早川・数野組）

カナダインターナショナルチャレンジ ダブルス ３位（早川・数野組）

■ ２００８年： 大阪インターナショナルチャレンジ ダブルス ３位（早川・数野組）

■ ２００９年： ドイツオープン ダブルス 準優勝（早川・数野組）　大阪インターナショナルチャレンジ ダブルス ３位（早川・数野組）

スイスオープン ダブルス ベスト8（早川・数野組）

■ ２０１０年： オーストラリアオープン ダブルス 優勝（早川・遠藤組）　ミックス　３位　デンマークオープン ダブルス ３位　

大阪インターナショナルチャレンジ ミックスダブルス優勝　トマス杯　３位

■ ２０１１年： インドネシアオープン ダブルス 準優勝　ロシアオープン ダブルス 準優勝　香港オープン ダブルス ベスト８

■ ２０１２年： USオープン ダブルス 優勝　USオープン 混合ダブルス 準優勝　　トマス杯　３位

中国マスターズ ダブルス 準優勝　ドイツオープン ダブルス ３位

アジア選手権 ダブルス 準優勝　シンガポールオープン ダブルス ３位　

■ ２０１３年： 全英オープン ダブルス 準優勝　中国マスターズ ダブルス 準優勝　

スーパーシリーズファイナル ダブルス 準優勝

■ ２０１４年： 全英オープン ダブルス 準優勝　ヨネックスオープンジャパン 混合ダブルス ３位　

トマス杯　団体優勝（写真右）ｷｬﾌﾟﾃﾝ　　 フランスOP　ダブルス準優勝

■ ２０１５年： スディルマンカップ準優勝　団体

■ ２０１６年： 全英オープン ダブルス 準優勝（写真上右） （早川・遠藤組）　アジア選手権出場

＊資料：日本バドミントン協会・日本ユニシス㈱・バドマガなどのHPから抜粋・参照



２０１６年リオオリンピック出場

　　数野健太・早川賢一両選手から

☆オリンピックでの目標
数野さん：

予選リーグ突破、ベスト8を考えています。

早川さん：

オリンピックに出るからにはメダルを目標に頑張りたいです。

☆お互いの印象や刺激になった点

数野さん：

賢一は明るくお調子者、ときどきビビリます。

小さい頃から一緒にやってきて弟のような存在ですが、

「負けられない」と互いの頑張りが刺激になりました。

早川さん：

年も近いですし、お互い切磋琢磨できたと思います。

☆壮行会参加者や地元への感謝

数野さん：

今回お集まりいただいた皆様に、このような報告ができ本当に嬉しいです。

早川さん：

僕たち2人のために壮行会を開いて頂いてありがとうございます。

応援してもらえることを誇りに思い、オリンピックをしっかり戦い

たいと思います。

☆激励金賛同者の方へ　

３団体２３人の方から激励金をいただき、誠にありがとうございました。

★今後の２人のリオオリンピックでの競技予定
会場はハーバ地区の「リオセントロパビリオン4」

　　　　（8月11日～19日までの日本時間の開催予定）

日付け 　開催時間 2人の種目

8月11日（木） 　２０：００～２６：００ 男子複　予選 混合複　予選　

8月12日（金） 　　３：３０～６：００ 男子複　予選 混合複　予選　
と 　　７：３０～１１：００ 同上

8月13日（土） 　２０：００～２６：００ 同上

8月14日（日） 　　３：３０～６：００ 男子複　予選
　　７：３０～１１：００ 同上

8月15日（月） 　　７：３０～１１：００ 混合複　準々決勝　
　２０：００～２５：３０ 男子複　準々決勝

8月16日（火） 　　８：１５～１０：３０ 混合複　準決勝　
　　２０：３０～２４：３０ 男子複　準決勝

8月17日（水） 　　５：３０～１１：００ 混合複　決勝　
　２０：３０～２５：３０ 混合複　三位決定　

8月18日（木） 　２０：３０～２５：３０ 男子複　三位決定
8月19日（金） 　２０：３０～２５：３０ 男子複　決勝


