
 

 

第 2３回徳島県小学生バドミントン新人大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 2020 年 1 月 12 日(日)9：00～ 

会場 日和佐総合体育館(サンアリーナ) 

 

 

 

 

主催 徳島県小学生バドミントン連盟 

 

 

 



注意事項 

 

競技上、審判上の注意 

1. 本大会は、2019 年度(公財)日本バドミントン協会競技規則、並びに大会運営規則及び

公認審判員規程により試合を行います。 

2. 敗者主審とします。線審は各チームより１名お願いします。 

3. 試合のコールがされた後、５分経過してもコートに入らない場合は棄権とみなします。

放送には十分注意をして下さい。 

4. 監督またはコーチは、ネームプレートを首に掛けコートサイドの指定された席に 

着くようにして下さい。尚、服装にも注意して下さい。 

5. 連続して試合を行う場合は、試合終了後１０分以上の休息をとって次の試合を 

開始します。 

6. ３位決定戦を行います。 

7. 試合球は大会本部より用意します。 

8. 試合は、予選リーグ 15 点 3 ゲーム、決勝Ｔは正式ゲームとします。 

9. フロア上は選手・監督・コーチのみでお願いします。待機・観覧は禁止です。 

 

会場使用の注意事項 

1. 体育館内は禁煙となっております。指定の喫煙所をご利用下さい。 

2. 試合の観戦は２階席でお願いします。 

3. 通路などでのラケットを使った練習はしないようにして下さい。 

4. 昼食時間は特にもうけません。また、ゴミ等は各自で持ち帰って下さい。使用後の清掃

についてご協力をお願いします。 

 

08：00 開場・設営 

08：10 受付 

08：20 公式練習 1 巡 8 分 

1 コート 2 コート 3 コート 4 コート 5 コート 6 コート 7 コート 8 コート 9 コート 10コート 

 北島 北島 北島 福島 藍住 藍住 藍住 林崎 林崎 

 穴吹 小松島 小松島 小松島 八万 八万 八万 助任 助任 

 富田 富田 内町 内町 加茂名     

08：30 代表者会議(1 コート) 

08：50 開会式 

09：00 ラリーラリープログラム 

09：30 試合開始 

進行具合により前後します。放送には充分注意してください。 

 

 

 

 



・アリーナへの入退場 

 



 

コート 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09:30 4GS-A-1 4GS-A-2 4GS-B-1 4GS-C-1 4GS-D-1 4GS-E-1 4GS-F-1 4GS-G-1 4GS-G-2 3GS-A-1

くぼ　まなみ つの　ふうき すぎむら　さくら はやし　みゆき なかた　みさと くじめ　りお こうち　みりあ かわうち　ゆき おえ　みずき こいずみ　とあ

久保愛実 津野楓葵 杉村さくら 林美幸 中田実里 久次米凛音 河内美梨亜 川内友葵 麻植瑞稀 小泉朋葵
(八万ジュニア) (助任ジュニア) (八万ジュニア) (藍住エンジェル) (内町ジュニア) (藍住エンジェル) (藍住エンジェル) (助任ジュニア) (富田ジュニア) (福島ラビット)

おきの　まゆ もりもと　みゆ よしだ　はるか きのうち　らな あいはら　りん ごとう　ひな おくの　ましろ なかやま　かのん やまさき　ゆづき にしやま　ともか

沖野真悠 森本美有 吉田遥 木内來菜 相原凛 後藤姫奈 奥野ましろ 中山和音 山﨑結月 西山朋伽
(北島Ｂａｍｂｉ) (加茂名ジュニア) (内町ジュニア) (内町ジュニア) (加茂名ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (内町ジュニア) (藍住エンジェル) (八万ジュニア) (富田ジュニア)

番号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
09:55 3GS-A-2 3GS-B-1 3GS-C-1 3GS-D-1 3GS-E-1 3GS-F-1 3GS-G-1 3BS-A-1 3BS-A-2 3BS-B-1

ひさだ  わか いわた　もか つつみ　あん よしもと  いおり てらさか　そら くぼ　りおん いうち　ゆみ なかもと　りと やまだ　りと しのみや　るい

久田和香 岩田萌楓 堤杏 吉本衣織 寺坂奏良 久保莉音 井内佑美 中本理翔 山田璃斗 四宮琉聖
(小松島ジュニア) (内町ジュニア) (助任ジュニア) (小松島ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (八万ジュニア) (助任ジュニア) (八万ジュニア) (小松島ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ)

やまぐち　わか ささおか　にき ごとう　はるひ さかい  るな つつみ　りん まつうら  ちえり まるおか  ゆめじ さかい  りく あおき　がく あおき　よし

山口和花 笹岡児樹 後藤花姫 坂井瑠那 堤凜 松浦千桜 丸岡夢路 坂井莉久 青木楽 青木喜
(八万ジュニア) (八万ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (林崎ジュニア) (助任ジュニア) (林崎ジュニア) (小松島ジュニア) (林崎ジュニア) (藍住エンジェル) (藍住エンジェル)

番号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10:20 3BS-C-1 3BS-D-1 3BS-E-1 3BS-E-2 5GS-A-1 5GS-A-2 5GS-B-1 5GS-C-1 5GS-D-1 5GS-E-1

ますだ　たける はやし　あきみつ もりもと　けいた ひさだ　はやと いしだ  もか まつもと　あいり よねだ　ののか くじめ　しい はやし　さら あかざわ  りこ

舛田武琉 林秋光 森本啓太 久田隼士 石田萌花 松本愛依梨 米田野乃花 久次米偲 林さら 赤澤凜虹
(藍住エンジェル) (北島Ｂａｍｂｉ) (助任ジュニア) (小松島ジュニア) (小松島ジュニア) (富田ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (八万ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (林崎ジュニア)

いせ  あらた こまつ  かえで あかざわ  こうせい にし　そうすけ いのまた　めぐる かげやまあおい いつき　りお もりもと　みな かんの　あおい かわた　すずな

伊勢新 小松楓 赤澤虹誠 西奏祐 猪俣めぐる 蔭山葵 伊月莉央 森本美菜 神野葵 川田鈴菜
(林崎ジュニア) (林崎ジュニア) (林崎ジュニア) (富田ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (穴吹ＨＡＰＰｉＮＥＳＳ) (藍住エンジェル) (助任ジュニア) (藍住エンジェル) (北島Ｂａｍｂｉ)

番号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
10:45 4BS-A-1 4BS-B-1 4BS-C-1 4BS-D-1 4BS-E-1 5BS-A-1 5BS-A-2 5BS-B-1 5BS-C-1 5BS-D-1

かげやま　とき とよた  こうへい かわうち　としき やました　りゆう ふるかわ　かいじ ふるかわ　てっしょう もんじょう　なつき かげやま　あと かまくら　まさと たかしま  ちひろ

蔭山翔生 豊田晄平 川内俊輝 山下立結 古川開司 古川鉄生 門城夏樹 蔭山亜翔 鎌倉大登 髙島地弘
(助任ジュニア) (小松島ジュニア) (内町ジュニア) (八万ジュニア) (藍住エンジェル) (藍住エンジェル) (福島ラビット) (助任ジュニア) (助任ジュニア) (林崎ジュニア)

にしかわ　りゅうせい よさかわ　ゆうせい やまだ  りき しのはらしおん すみ　ゆうしん しのみや　れいと はまぐち　ひかる りょうとく　ひろのり ひさだ  りょうた もりかみ　ひろむ

西川琉聖 吉川優世 山田莉暉 篠原詞音 角優心 四宮怜詩 濵口輝 両德浩範 久田涼太 森上弘群
(小松島ジュニア) (内町ジュニア) (小松島ジュニア) (穴吹ＨＡＰＰｉＮＥＳＳ) (助任ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (富田ジュニア) (八万ジュニア) (小松島ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ)

番号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
11:10 4GS-A-3 4GS-A-4 4GS-B-2 4GS-C-2 4GS-D-2 4GS-E-2 4GS-F-2 4GS-G-3 4GS-G-4 3GS-A-3

くぼ　まなみ おきの　まゆ よしだ　はるか きのうち　らな あいはら　りん ごとう　ひな おくの　ましろ かわうち　ゆき なかやま　かのん こいずみ　とあ

久保愛実 沖野真悠 吉田遥 木内來菜 相原凛 後藤姫奈 奥野ましろ 川内友葵 中山和音 小泉朋葵
(八万ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (内町ジュニア) (内町ジュニア) (加茂名ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (内町ジュニア) (助任ジュニア) (藍住エンジェル) (福島ラビット)

つの　ふうき もりもと　みゆ ころだ　りこ みやた　あおい おえ　せいな きのうち　みずき やまぐち　ここみ おえ　みずき やまさき　ゆづき ひさだ  わか

津野楓葵 森本美有 黒田凛子 宮田あおい 麻植聖菜 木内瑞希 山口心美 麻植瑞稀 山﨑結月 久田和香
(助任ジュニア) (加茂名ジュニア) (加茂名ジュニア) (富田ジュニア) (富田ジュニア) (富田ジュニア) (八万ジュニア) (富田ジュニア) (八万ジュニア) (小松島ジュニア)

番号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
11:35 3GS-A-4 3GS-B-2 3GS-C-2 3GS-D-2 3GS-E-2 3GS-F-2 3GS-G-2 3BS-A-3 3BS-A-4 3BS-B-2

にしやま　ともか ささおか　にき ごとう　はるひ さかい  るな つつみ　りん まつうら  ちえり まるおか  ゆめじ なかもと　りと さかい  りく あおき　よし

西山朋伽 笹岡児樹 後藤花姫 坂井瑠那 堤凜 松浦千桜 丸岡夢路 中本理翔 坂井莉久 青木喜
(富田ジュニア) (八万ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (林崎ジュニア) (助任ジュニア) (林崎ジュニア) (小松島ジュニア) (八万ジュニア) (林崎ジュニア) (藍住エンジェル)

やまぐち　わか そね　あいか みやた　しおり みやうち　あんり まつだ  あおば たに  いさき かじもと　いちか やまだ　りと あおき　がく さとう  はるひ

山口和花 曽根藍佳 宮田しおり 宮内杏凜 松田葵羽 谷依咲 梶本苺花 山田璃斗 青木楽 佐藤陽日
(八万ジュニア) (富田ジュニア) (富田ジュニア) (藍住エンジェル) (林崎ジュニア) (小松島ジュニア) (加茂名ジュニア) (小松島ジュニア) (藍住エンジェル) (林崎ジュニア)

番号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
12:00 3BS-C-2 3BS-D-2 3BS-E-3 3BS-E-4 5GS-A-3 5GS-A-4 5GS-B-2 5GS-C-2 5GS-D-2 5GS-E-2

いせ  あらた こまつ  かえで もりもと　けいた あかざわ  こうせい いしだ  もか いのまた　めぐる いつき　りお もりもと　みな かんの　あおい かわた　すずな

伊勢新 小松楓 森本啓太 赤澤虹誠 石田萌花 猪俣めぐる 伊月莉央 森本美菜 神野葵 川田鈴菜
(林崎ジュニア) (林崎ジュニア) (助任ジュニア) (林崎ジュニア) (小松島ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (藍住エンジェル) (助任ジュニア) (藍住エンジェル) (北島Ｂａｍｂｉ)

おおたに　てん ぎょうぶ　ゆく ひさだ　はやと にし　そうすけ まつもと　あいり かげやまあおい まつうら  こはる ふじさわ　りな いうち　さき ただにいな
大谷宙 行部有航 久田隼士 西奏祐 松本愛依梨 蔭山葵 松浦こはる 藤澤璃奈 井内咲希 多田新菜

(内町ジュニア) (富田ジュニア) (小松島ジュニア) (富田ジュニア) (富田ジュニア) (穴吹ＨＡＰＰｉＮＥＳＳ) (小松島ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (助任ジュニア) (穴吹ＨＡＰＰｉＮＥＳＳ)

番号 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
12:25 4BS-A-2 4BS-B-2 4BS-C-2 4BS-D-2 4BS-E-2 5BS-A-3 5BS-A-4 5BS-B-2 5BS-C-2 5BS-D-2

にしかわ　りゅうせい よさかわ　ゆうせい やまだ  りき しのはらしおん すみ　ゆうしん ふるかわ　てっしょう しのみや　れいと りょうとく　ひろのり ひさだ  りょうた もりかみ　ひろむ

西川琉聖 吉川優世 山田莉暉 篠原詞音 角優心 古川鉄生 四宮怜詩 両德浩範 久田涼太 森上弘群
(小松島ジュニア) (内町ジュニア) (小松島ジュニア) (穴吹ＨＡＰＰｉＮＥＳＳ) (助任ジュニア) (藍住エンジェル) (北島Ｂａｍｂｉ) (八万ジュニア) (小松島ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ)

うえたい　せら うえたい　きら ほさか　ゆうと よしだ　そうた くぼ　はやと もんじょう　なつき はまぐち　ひかる ますだ　けいし ふくいけ  こうた わだ　しゅうや

上田井星空 上田井輝空 甫坂優斗 吉田壮汰 久保隼斗 門城夏樹 濵口輝 増田啓志 福池晃大 和田脩矢
(藍住エンジェル) (藍住エンジェル) (八万ジュニア) (藍住エンジェル) (八万ジュニア) (福島ラビット) (富田ジュニア) (福島ラビット) (林崎ジュニア) (富田ジュニア)

番号 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
12:50 4GS-A-5 4GS-A-6 4GS-B-3 4GS-C-3 4GS-D-3 4GS-E-3 4GS-F-3 4GS-G-5 4GS-G-6 3GS-A-5

くぼ　まなみ おきの　まゆ すぎむら　さくら はやし　みゆき なかた　みさと くじめ　りお こうち　みりあ かわうち　ゆき なかやま　かのん こいずみ　とあ

久保愛実 沖野真悠 杉村さくら 林美幸 中田実里 久次米凛音 河内美梨亜 川内友葵 中山和音 小泉朋葵
(八万ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (八万ジュニア) (藍住エンジェル) (内町ジュニア) (藍住エンジェル) (藍住エンジェル) (助任ジュニア) (藍住エンジェル) (福島ラビット)

もりもと　みゆ つの　ふうき ころだ　りこ みやた　あおい おえ　せいな きのうち　みずき やまぐち　ここみ やまさき　ゆづき おえ　みずき やまぐち　わか

森本美有 津野楓葵 黒田凛子 宮田あおい 麻植聖菜 木内瑞希 山口心美 山﨑結月 麻植瑞稀 山口和花
(加茂名ジュニア) (助任ジュニア) (加茂名ジュニア) (富田ジュニア) (富田ジュニア) (富田ジュニア) (八万ジュニア) (八万ジュニア) (富田ジュニア) (八万ジュニア)

番号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
13:15 3GS-A-6 3GS-B-3 3GS-C-3 3GS-D-3 3GS-E-3 3GS-F-3 3GS-G-3 3BS-A-5 3BS-A-6 3BS-B-3

にしやま　ともか いわた　もか つつみ　あん よしもと  いおり てらさか　そら くぼ　りおん いうち　ゆみ なかもと　りと さかい  りく しのみや　るい

西山朋伽 岩田萌楓 堤杏 吉本衣織 寺坂奏良 久保莉音 井内佑美 中本理翔 坂井莉久 四宮琉聖
(富田ジュニア) (内町ジュニア) (助任ジュニア) (小松島ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (八万ジュニア) (助任ジュニア) (八万ジュニア) (林崎ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ)

ひさだ  わか そね　あいか みやた　しおり みやうち　あんり まつだ  あおば たに  いさき かじもと　いちか あおき　がく やまだ　りと さとう  はるひ

久田和香 曽根藍佳 宮田しおり 宮内杏凜 松田葵羽 谷依咲 梶本苺花 青木楽 山田璃斗 佐藤陽日
(小松島ジュニア) (富田ジュニア) (富田ジュニア) (藍住エンジェル) (林崎ジュニア) (小松島ジュニア) (加茂名ジュニア) (藍住エンジェル) (小松島ジュニア) (林崎ジュニア)
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対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者



 

番号 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
13:40 3BS-C-3 3BS-D-3 3BS-E-5 3BS-E-6 5GS-A-5 5GS-A-6 5GS-B-3 5GS-C-3 5GS-D-3 5GS-E-3

ますだ　たける はやし　あきみつ もりもと　けいた あかざわ  こうせい いしだ  もか いのまた　めぐる よねだ　ののか くじめ　しい はやし　さら あかざわ  りこ

舛田武琉 林秋光 森本啓太 赤澤虹誠 石田萌花 猪俣めぐる 米田野乃花 久次米偲 林さら 赤澤凜虹
(藍住エンジェル) (北島Ｂａｍｂｉ) (助任ジュニア) (林崎ジュニア) (小松島ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (北島Ｂａｍｂｉ) (八万ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (林崎ジュニア)

おおたに　てん ぎょうぶ　ゆく にし　そうすけ ひさだ　はやと かげやまあおい まつもと　あいり まつうら  こはる ふじさわ　りな いうち　さき ただにいな
大谷宙 行部有航 西奏祐 久田隼士 蔭山葵 松本愛依梨 松浦こはる 藤澤璃奈 井内咲希 多田新菜

(内町ジュニア) (富田ジュニア) (富田ジュニア) (小松島ジュニア) (穴吹ＨＡＰＰｉＮＥＳＳ) (富田ジュニア) (小松島ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (助任ジュニア) (穴吹ＨＡＰＰｉＮＥＳＳ)

番号 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
14:05 4BS-A-3 4BS-B-3 4BS-C-3 4BS-D-3 4BS-E-3 5BS-A-5 5BS-A-6 5BS-B-3 5BS-C-3 5BS-D-3

かげやま　とき とよた  こうへい かわうち　としき やました　りゆう ふるかわ　かいじ ふるかわ　てっしょう しのみや　れいと かげやま　あと かまくら　まさと たかしま  ちひろ

蔭山翔生 豊田晄平 川内俊輝 山下立結 古川開司 古川鉄生 四宮怜詩 蔭山亜翔 鎌倉大登 髙島地弘
(助任ジュニア) (小松島ジュニア) (内町ジュニア) (八万ジュニア) (藍住エンジェル) (藍住エンジェル) (北島Ｂａｍｂｉ) (助任ジュニア) (助任ジュニア) (林崎ジュニア)

うえたい　せら うえたい　きら ほさか　ゆうと よしだ　そうた くぼ　はやと はまぐち　ひかる もんじょう　なつき ますだ　けいし ふくいけ  こうた わだ　しゅうや

上田井星空 上田井輝空 甫坂優斗 吉田壮汰 久保隼斗 濵口輝 門城夏樹 増田啓志 福池晃大 和田脩矢
(藍住エンジェル) (藍住エンジェル) (八万ジュニア) (藍住エンジェル) (八万ジュニア) (富田ジュニア) (福島ラビット) (福島ラビット) (林崎ジュニア) (富田ジュニア)

番号 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
14:30 4GS-1 4GS-2 4GS-3 4GS-4 4GS-5 4GS-6 3GS-1 3GS-2 3GS-3 3GS-4

番号 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
14:55 3GS-5 3GS-6 3BS-1 3BS-2 5GS-1 5GS-2 4BS-1 4BS-2 5BS-1 5BS-2

番号 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
15:20 5BS-3 5BS-4 4GS-7 4GS-8 4GS-9 4GS-10 3GS-7 3GS-8 3GS-9 3GS-10

番号 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
15:45 3BS-3 3BS-4 3BS-5 3BS-6 5GS-3 5GS-4 5GS-5 5GS-6 4BS-3 4BS-4

番号 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
16:10 4BS-5 4BS-6 5BS-5 5BS-6 4GS-11 4GS-12 3GS-11 3GS-12 3BS-7 3BS-8

番号 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
16:35 5GS-7 5GS-8 4BS-7 4BS-8 5BS-決勝 5BS-三決 4GS-決勝 4GS-三決 3GS-決勝 3GS-三決

番号 181 182 183 184 185 186
17:00 3BS-決勝 3BS-三決 5GS-決勝 5GS-三決 4BS-決勝 4BS-三決

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者


