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年　　度 経　　歴（内容） （受賞歴）

昭和 34年

十条製紙坂本工場勤務し、バドミントンを始める。

　　当時 19 歳青年が、日々のほほんとしていた状況の中にあった
とき、偶然にも八代市役所に勤務していた従兄弟が、「バドミントン
せんや！」と声をかけてくれたのがそもそものきっかけでありまし
た。
　市役所の皆さんと練習しだして一ヵ月もしないうちに、熊本市の
大会に初出場し 15 − 0のダゴ負けをしてしまいました。それから
燃えてしまいました。毎日毎日、興人、一中、旧十条製紙体育館を
練習の場として、一心不乱に燃えました。一年後には県体選手にな
りました。そんな中で、興人体育館で講習会を受講し、講師／伊藤
基記先生、選手／前田慧さん・塩崎誠さんだったと本人は記憶して
いますが、めらめらめらめら（心が）「すごかばい！エキサイティング
ばい！」、今まで以上に病み付きになって燃え上がりました。その後
は、午後 5：00から電車で熊本市へ練習に通いました。国体選手に
なりたかったとです。　　　　　　　　　　　　（野々口先生談）

昭和 37年 第 17回岡山国体出場

昭和 38年 第 18回山口国体出場

昭和 39年 第 19回新潟国体出場

昭和 40年 第 20回岐阜国体出場

昭和 41年 第 21回大分国体出場

昭和 42年 第 22回埼玉国体出場　（八代市役所勤務）

昭和 44年 第 24回長崎国体出場

昭和 45年 第 25回岩手国体出場

……以上選手として出場する

昭和 46年 第 26回和歌山国体出場

平成 4年 第 47回山形国体

……以上監督として出場
（だいだい 3回戦止まりの結果であった）　　

　熊本が国体で勝つためには、ジュニアからの選手育成を
することが必要と八代二中にバドミントン部を作り、その
後強化部（現八代ジュニア）に発展し、市内の小中学生を
指導する。

〈エピソードを１つ〉
奥様……出会った当時、「こん人は羽根突きばっかして、私と結婚す
る気あらすとだろか？」

　この頃からジュニアの育成をしなければ全国で勝てないと感じ、
当時一緒に練習していた高校生吉村慶一さん（東高）とその後、昭
和 42 年の埼玉国体に共に出場されました。更にジュニア育成の必
要性を思い、旧十条製紙の山本義人さんと相談し、当時の八代二中
校長へお願いをし、練習場所の確保はこちらで見つけることを条件
に昭和 43年に二中バドミントン部を作られました。
　指導には、蓑田先生 ･山本先生 ･野々口先生の３名で行い、練習
場所には旧十条体育館を使用したいと思い、当時の八代市バドミン
トン協会会長桶田辰雄氏（市議）に相談をし、旧十条の勤労部長松
岡様に会長からお願いしていただいたそうです。そして現在も使用
させていただいております。その後、二中バドミントン部を一般生
徒の部と強化部とに分け、一中 ･三中からも練習に来るようになり
ました。
そして県選抜チームの監督として……

選手時代の貴重写真



野々口先生宅
ある年の恒例１月２日
新年会

年　　度 経　　歴（内容） （受賞歴）

昭和 45年 第 1回中学選抜東京大会県（監督）
昭和 46年 第 2回中学選抜愛知大会（監督）
昭和 47年 第 3回中学選抜東京大会（監督）
昭和 48年 第 4回中学選抜栃木大会（監督） 女子二位
昭和 49年 第 5回中学選抜東京大会（監督） 男女優勝
昭和 50年 第 6回中学選抜宮城大会（監督） 男子優勝、女子三位
昭和 50年 4月～
　　　　昭和 60年 3月 熊本県バドミントン協会理事

昭和 51年 第 7回中学選抜三重大会（監督） 男女優勝
昭和 52年 第 8回中学選抜名古屋大会（監督） 男子二位、女子優勝
昭和 52年 10月 8日 県教育長より県庁にて 熊本県スポーツ功労賞受賞
昭和 52年 10月 10日 市民体育祭 八代市スポーツ功労賞受賞
昭和 53年 第 9回中学選抜神戸大会（監督）
昭和 54年 第 10回大会より現在の中体連になる
昭和 60年 4月～
　　　平成 10年 3月 熊本県バドミントン協会常任理事

平成 3年 4月～
　　　平成 14年 3月 八代市バドミントン協会理事長

平成 3年 5月 7日 YKK 九州工場へ実業団チーム結成要望書を提出

平成 4年 1月 9日

YKK 本社森野取締役人事部長を八代に迎え、同年 4月 1日、石黒
武久氏を監督とする YKK 九州バドミントンチームが結成される。
（八代に実業団チームを作ることは先生の永年の夢であったように
思う。）このことより５日程前に、第 54回熊本国体バドミントン
競技が、八代市での開催が決定したことも夢の実現化へ向けての
大きな一歩だったようです。
ここから国体開催への道が始まりました。

平成 8年

全日本実業団八代大会に向けて中心となってサポート体制を準備
する。
〈エピソードを１つ〉
山下先生（市協会会計）…「野々口先生から電話が来ると仕事が
増えて大変ばい。電話が鳴るとドキッとする。」
このころは先生を中心に、実行委員が毎晩事務所に詰めて大会の
成功を祈りつつ地方ではあまりにも大きな大会だけに不安だった
と思います。

平成 9年 4月～
　　　平成 11年 3月 八代市体育協会理事

平成 9年
全日本実業団八代大会開催（結果はご存知の通り最高でした。）
YKK九州優勝おめでとうございました。

平成 10年 4月～
　　　平成 14年 3月 熊本県バドミントン協会副理事長

平成 10年 全日本社会人大会…先生の一番の心配は審判が揃うかどうか。



年　　度 経　　歴（内容） （受賞歴）

平成 11年

くまもと未来国体バドミントン競技に尽力する。
〈エピソードを１つ〉
野々口先生…「俺の役所での最後の年に国体ばする。よかろが。」
国体選手やオリンピック選手の育成を夢見ていた先生らしい一言
だったと思います。

今から約 25 年前、
ジュニアにしては
めずらしい全体写真

くまもと未来国
体の時、一生一
度のドキドキな
思い出です

そうなんです。
陣内貴美子選手…？
との２ショット、
最高の笑顔です。



年　　度 経　　歴（内容） （受賞歴）

平成 12年 3月
八代市役所退職
４月より今まで以上にバドミントンに情熱を注ぐ予定。既に家庭
婦人クラブに入部済み。月に４回のゴルフを予定。
夫婦で年に一度の海外旅行を実行する予定。

平成 14年 4月～
　　　平成 15年 3月 八代市体育協会理事

平成 14年 4月～
　　　　現在に至る 八代市バドミントン協会会長

平成 14年 4月～
　　　　現在に至る 熊本県バドミントン協会副会長

平成 14年 3月 15日～
　　平成 27年 6月 7日

日本バドミントン協会評議員

平成 20年 1月 19日 熊本日日新聞社 熊日スポーツ賞（指導者）

平成 21年 10月 12日 東京文部科学省にて 文部科学大臣賞

平成 28年 5月 12日 伝達式国立劇場にて
拝謁皇居にて 春の叙勲 旭日單光章

当時の八代ジュニアクラブ
今でこそ「八代ジュニア」と言って
ますが、むかしは「レギュラー」と
言っていたような気がします。なぜ
か…？
その後は「トラの穴」とか、
「のの塾」なんて言い方も陰で言っ
てたような気がします。

現役の少年少女達よ！
陰で「ののジイ」と言ってはいけま
せんヨ !!

平成 11 年 熊本国体総合優勝 !!



平成 13年 11月 第 27 回熊日学童五輪男子団体初優勝

平成 15年 6月 熊本日日新聞記事　≪　「芯人類」王国の礎築いた鬼監督　≫として特集記事が掲載される
「福原愛選手の活躍が卓球をメジャーにした。厳しい勝負の世界にこだわり、勝つことがバド

ミントン／八代を全国に普及させる」

平成 16年 10月 スポーツ拠点推進事業として全国小学生バドミントン連盟に ABC 大会の開催を嘆願する。

平成 17年 11月 天皇家の長女紀宮様のご結婚に、熊本国体で説明役を務めたことで熊日にコメントが掲載。
「優しいお言葉が印象的で、ご婚約の時はうれしくて涙が出た」

平成 18年 4月 財団法人地域活性化センターから ABC 大会 10年間開催する承認を得る。

平成 19年 8月 第 8回全国小学生 ABC 大会（八代市開催第一回目）が開催される。

平成 20年 7月 八代で 2回目の「第 58回全日本実業団大会」が開催される。

連覇を狙う園田啓悟選手（現在ト
ナミ運輸）らを擁する植柳ジュニ
アとの八代決戦。
長男謙吾先生と共につかんだ初タ
イトルだった。

北京オリンピック代
表選手団が勢ぞろい。
思えばこの頃から、
マスコミのバドミン
トン報道が熱くなっ
たと思います。

←北京オリンピック壮行会
にて (　 　＞‿＜　 )。☆♡

羽 音 人 生
八代市役所退職（平成 13 年）以降〜



平成 22年 八代市バドミントン協会 50 周年史「羽音」を発表

平成 22年 10月 熊本日日新聞記事　≪　「旬の人」バドミントン指導者　≫として特集記事が掲載される。
「技術は自己流だが、いい選手や試合を見るために発祥の地イギリスにも行った。

  指導した子供が勝つことは代えがたい喜び」
何十年前に渡英さ
れたのでしょう？

日韓戦で韓国へ



現役選手たちへ
じいちゃん先生のノックで

世界をめざせ‼




