
　第46回徳島県小学生バドミントン選手権大会

会　場 　　北島町北公園体育館

日　時 令和２年７月２３日２４日　９:００～



コロナウイルス感染防止ガイドライン、大会に関する注意事項を厳守

競技上、審判上の注意

1.      本大会は、本年度(公財)日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程、
　　　　同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。試合終了後、勝者の方は審判用紙を本部に持ってきて下さい。
　 　　敗者の方はそのコートで主審の準備をして下さい。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。
   　　待機席を設けませんので放送には十分注意をして下さい。

4.      監督またはコーチは、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. 　  1時間毎にマイク放送を行い、試合を中断して換気を行います。
6.      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。
7.      3位決定戦を行います。
8.      試合球は大会本部より用意します。

試合方法　　
　　トーナメント方式

　　
会場使用の注意事項

1.      会場内では常時マスクを着用して下さい。（試合中の選手は除く）

2.      アリーナへの出入りは決められた出入口のみとします。
       出入りの際は手の消毒をお願いします。

3.      試合の観戦は2階席の決められた席で、間隔を十分に取ってお願いします。
       声を発した応援は厳禁とし、拍手のみので応援として下さい。

4.      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。

5.      館内は禁煙となっています。指定された喫煙所を利用して下さい。
6.      昼食時間は設けません。ゴミの持ち帰りもよろしくお願いします。

　　　　　使用後の清掃についてご協力をお願いします。

大会予定時間　　１日目２日目とも

開　　場　８：３０～　　　間隔をあけて入場

　　　　　準備が整い次第公式練習　10分交代
　　　　　

代表者会議　時間は当日放送します。

開会式　　　マイク放送のみ、公式練習終了後に行います。

終了後試合開始

注意事項

公式練習　　各１０分 （２３日）

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

１巡目 藍住 穴吹 北島 羽球 富田 小松島 八万 林崎

２巡目 藍住 福島 北島 内町 富田 助任 八万 加茂名

公式練習　　各１０分 （２４日）

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

１巡目 藍住 穴吹 北島 羽球 富田 小松島 八万 林崎

２巡目 加茂名 福島 北島 内町 富田 助任 八万 林崎



男子６年生以下シングルス

古川 鉄生 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）

柿本 湊 (羽球）

1

増田 啓志 (福島ﾗﾋﾞｯﾄ）

森上 弘群 (北島Bambi）

両德 浩範 (八万ｼﾞｭﾆｱ）

福池  晃大 (林崎ｼﾞｭﾆｱ）

近藤 大介 (羽球）

久田 涼太 (小松島ｼﾞｭﾆｱ）

髙島  地弘 (林崎ｼﾞｭﾆｱ）

門城 夏樹 (福島ﾗﾋﾞｯﾄ）

濵口 輝 (富田ｼﾞｭﾆｱ）

蔭山 亜翔 (助任ｼﾞｭﾆｱ）

四宮 怜詩 (北島Bambi）

川島 佑也 (羽球）

和田 脩矢 (富田ｼﾞｭﾆｱ）

鎌倉 大登 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）
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三位決定戦
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男子５年生以下シングルス

蔭山 翔生 (助任ｼﾞｭﾆｱ）

栗本 誠ﾉ介 (羽球）

1

吉田 壮汰 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）

山田 莉暉 (小松島ｼﾞｭﾆｱ）

吉川 優世 (内町ｼﾞｭﾆｱ）

青山 遼太 (穴吹ﾊﾋﾟﾈｽ）

上田井 星空 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）

山下 立結 (八万ｼﾞｭﾆｱ）

川内 俊輝 (内町ｼﾞｭﾆｱ）

甫坂 優斗 (八万ｼﾞｭﾆｱ）

上田井 輝空 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）

豊田 晄平 (小松島ｼﾞｭﾆｱ）

篠原 詞音 (穴吹ﾊﾋﾟﾈｽ）

角 優心 (助任ｼﾞｭﾆｱ）

中林 璃音 (富田ｼﾞｭﾆｱ）

古川 開司 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）
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三位決定戦

16



男子４年生以下シングルス

伊勢  新 (林崎ｼﾞｭﾆｱ）

前原 元気 (羽球）

1

行部 有航 (富田ｼﾞｭﾆｱ）

曽我井 颯斗 (北島Bambi）

鈴江 里玖 (加茂名ｼﾞｭﾆｱ）

小松  楓 (林崎ｼﾞｭﾆｱ）

(藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）

佐藤  陽日 (林崎ｼﾞｭﾆｱ）

西 奏祐 (富田ｼﾞｭﾆｱ）

坂井  莉久 (林崎ｼﾞｭﾆｱ）

10

11

林 秋光 (北島Bambi）

中本 理翔 (八万ｼﾞｭﾆｱ）

青木 喜

三位決定戦

12
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(八万ｼﾞｭﾆｱ）

武田 燈俐 (羽球）

赤澤  虹誠 (林崎ｼﾞｭﾆｱ）

男子３年生以下シングルス

舛田 武琉 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）

堤 叶和

和田 健吾 (北島Bambi）

中野 天晴 (加茂名ｼﾞｭﾆｱ）

德元 応惺 (北島Bambi）

(小松島ｼﾞｭﾆｱ）

大谷 宙 (内町ｼﾞｭﾆｱ）

青木 楽 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）

沖野 匠真 (北島Bambi）

堤 世凪 (八万ｼﾞｭﾆｱ）

近藤 陽都 (福島ﾗﾋﾞｯﾄ）

山田 璃斗 (小松島ｼﾞｭﾆｱ）

久田 隼士

13

四宮 琉聖 (北島Bambi）
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女子６年生以下シングルス

赤澤  凜虹 (林崎ｼﾞｭﾆｱ）

前原 くるみ (羽球）

1

藤澤 璃奈 (北島Bambi）

松浦 こはる (小松島ｼﾞｭﾆｱ）

井内 咲希 (助任ｼﾞｭﾆｱ）

德元 野乃花 (北島Bambi）

多田 新菜 (穴吹ﾊﾋﾟﾈｽ）

挾谷 なのは (八万ｼﾞｭﾆｱ）

林 さら (北島Bambi）

久次米 偲 (八万ｼﾞｭﾆｱ）

眞鍋 琉菜 (穴吹ﾊﾋﾟﾈｽ）

伊月 莉央 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）

猪俣 めぐる (北島Bambi）

川田 鈴菜 (北島Bambi）

蔭山 葵 (穴吹ﾊﾋﾟﾈｽ）

松本 愛依梨 (富田ｼﾞｭﾆｱ）

平井 綾奈 (羽球）

石田 萌花 (小松島ｼﾞｭﾆｱ）
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女子５年生以下シングルス

久保 愛実 (八万ｼﾞｭﾆｱ）

麻植 瑞稀 (富田ｼﾞｭﾆｱ）

森本 美有 (加茂名ｼﾞｭﾆｱ）

竹内 栞那 (穴吹ﾊﾋﾟﾈｽ）

奥野 ましろ (内町ｼﾞｭﾆｱ）

沖野 真悠 (北島Bambi）

中山 和音 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）

久次米 凛音 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）

黒田 凛子 (加茂名ｼﾞｭﾆｱ）

宮田  あおい (富田ｼﾞｭﾆｱ）

木内 來菜 (内町ｼﾞｭﾆｱ）

山口 心美 (八万ｼﾞｭﾆｱ）

林 美幸 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）

中田 実里 (内町ｼﾞｭﾆｱ）

大塚 結姫 (穴吹ﾊﾋﾟﾈｽ）

相原 凛 (加茂名ｼﾞｭﾆｱ）

杉村 さくら (八万ｼﾞｭﾆｱ）

麻植 聖菜 (富田ｼﾞｭﾆｱ）

河内 美梨亜 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）

後藤 姫奈 (北島Bambi）

津野 楓葵 (助任ｼﾞｭﾆｱ）

吉田 遥 (内町ｼﾞｭﾆｱ）

木内  瑞希 (富田ｼﾞｭﾆｱ）

下山 琴音 (加茂名ｼﾞｭﾆｱ）

川内 友葵 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）
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女子４年生以下シングルス

小泉 朋葵 (福島ﾗﾋﾞｯﾄ）

庄野 華央 (富田ｼﾞｭﾆｱ）

1

大石 楓 (北島Bambi）

松浦  千桜 (林崎ｼﾞｭﾆｱ）

岩田 萌楓 (内町ｼﾞｭﾆｱ）

西山 朋伽 (富田ｼﾞｭﾆｱ）

岡 胡花 (穴吹ﾊﾋﾟﾈｽ）

丸岡 夢路 (小松島ｼﾞｭﾆｱ）

寺坂 奏良 (北島Bambi）

梶本 苺花 (加茂名ｼﾞｭﾆｱ）

曽根 藍佳 (富田ｼﾞｭﾆｱ）

久田 和香 (小松島ｼﾞｭﾆｱ）

笹岡 児樹 (八万ｼﾞｭﾆｱ）

實平 莉心 (穴吹ﾊﾋﾟﾈｽ）

桑島 愛香 (羽球）

井内 佑美 (助任ｼﾞｭﾆｱ）
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女子３年生以下シングルス

後藤 花姫 (北島Bambi）

大西 ひかる (富田ｼﾞｭﾆｱ）

1

古林 さやか (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）

山下 依留 (八万ｼﾞｭﾆｱ）

谷 依咲 (小松島ｼﾞｭﾆｱ）

庄野 琴美 (富田ｼﾞｭﾆｱ）

後藤 姫桜 (北島Bambi）

坂井  瑠那 (林崎ｼﾞｭﾆｱ）

宮田 しおり (富田ｼﾞｭﾆｱ）

桑島 彩香 (羽球）

大塚 結愛 (穴吹ﾊﾋﾟﾈｽ）

山口 和花 (八万ｼﾞｭﾆｱ）

行部 夏琉 (富田ｼﾞｭﾆｱ）

堤 杏樹 (八万ｼﾞｭﾆｱ）

和田 笑花 (北島Bambi）

宮内 杏凜 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ）
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16



１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
試合番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
09:30 6GS-1 6GS-2 5GS-1 5GS-2 5GS-3 5GS-4 5GS-5 5GS-6

対戦者 前原くるみ 松本愛依梨 麻植瑞稀 竹内栞那 沖野真悠 黒田凛子 木内來菜 大塚結姫
(羽球) (富田ジュニア) (富田ジュニア) (穴吹ハピネス) (北島Ｂａｍｂｉ) (加茂名ジュニア) (内町ジュニア) (穴吹ハピネス)

藤澤璃奈 平井綾奈 森本美有 奥野ましろ 中山和音 宮田あおい 山口心美 相原凛
(北島Ｂａｍｂｉ) (羽球) (加茂名ジュニア) (内町ジュニア) (藍住エンジェル) (富田ジュニア) (八万ジュニア) (加茂名ジュニア)

試合番号 9 10 11 12 13 14 15 16
10:00 5GS-7 5GS-8 5GS-9 6BS-1 6BS-2 6BS-3 6BS-4 6BS-5

対戦者 杉村さくら 津野楓葵 木内瑞希 古川鉄生 増田啓志 両德浩範 近藤大介 髙島地弘
(八万ジュニア) (助任ジュニア) (富田ジュニア) (藍住エンジェル) (福島ラビット) (八万ジュニア) (羽球) (林崎ジュニア)

麻植聖菜 吉田遥 下山琴音 柿本湊 森上弘群 福池晃大 久田涼太 門城夏樹
(富田ジュニア) (内町ジュニア) (加茂名ジュニア) (羽球) (北島Ｂａｍｂｉ) (林崎ジュニア) (小松島ジュニア) (福島ラビット)

試合番号 17 18 19 20 21 22 23 24
10:30 6BS-6 6BS-7 6BS-8 5BS-1 5BS-2 5BS-3 5BS-4 5BS-5

対戦者 濵口輝 四宮怜詩 和田脩矢 蔭山翔生 吉田壮汰 吉川優世 上田井星空 川内俊輝
(富田ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (富田ジュニア) (助任ジュニア) (藍住エンジェル) (内町ジュニア) (藍住エンジェル) (内町ジュニア)

蔭山亜翔 川島佑也 鎌倉大登 栗本誠ノ介 山田莉暉 青山遼太 山下立結 甫坂優斗
(助任ジュニア) (羽球) (藍住エンジェル) (羽球) (小松島ジュニア) (穴吹ハピネス) (八万ジュニア) (八万ジュニア)

試合番号 25 26 27 28 29 30 31 32
11:00 5BS-6 5BS-7 5BS-8 6GS-3 6GS-4 6GS-5 6GS-6 6GS-7

対戦者 上田井輝空 篠原詞音 中林璃音 赤澤凜虹 松浦こはる 德元野乃花 挾谷なのは 久次米偲
(藍住エンジェル) (穴吹ハピネス) (富田ジュニア) (林崎ジュニア) (小松島ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (八万ジュニア) (八万ジュニア)

豊田晄平 角優心 古川開司 井内咲希 多田新菜 林さら 眞鍋琉菜
(小松島ジュニア) (助任ジュニア) (藍住エンジェル) (助任ジュニア) (穴吹ハピネス) (北島Ｂａｍｂｉ) (穴吹ハピネス)

試合番号 33 34 35 36 37 38 39 40
11:30 6GS-8 6GS-9 6GS-10 5GS-10 5GS-11 5GS-12 5GS-13 5GS-14

対戦者 伊月莉央 川田鈴菜 久保愛実 久次米凛音 中田実里
(藍住エンジェル) (北島Ｂａｍｂｉ) (八万ジュニア) (藍住エンジェル) (内町ジュニア)

猪俣めぐる 蔭山葵 石田萌花 林美幸
(北島Ｂａｍｂｉ) (穴吹ハピネス) (小松島ジュニア) (藍住エンジェル)

試合番号 41 42 43 44 45 46 47 48
12:00 5GS-15 5GS-16 5GS-17 6BS-9 6BS-10 6BS-11 6BS-12 5BS-9

対戦者 後藤姫奈
(北島Ｂａｍｂｉ)

河内美梨亜 川内友葵
(藍住エンジェル) (藍住エンジェル)

試合番号 49 50 51 52 53 54 55 56
12:30 5BS-10 5BS-11 5BS-12 6GS-11 6GS-12 6GS-13 6GS-14 5GS-18

対戦者

試合番号 57 58 59
13:00 5GS-19 5GS-20 5GS-21

対戦者

試合番号 60 61 62 63 64 65 66 67
13:30 6BS-13 6BS-14 5BS-13 5BS-14 6GS-15 6GS-16 5GS-22 5GS-23

対戦者

試合番号 68 69 70 71 72 73 74 75
14:00 6BS-三決 6BS-決勝 5BS-三決 5BS-決勝 6GS-三決 6GS-決勝 5GS-三決 5GS-決勝

対戦者
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１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
試合番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
09:30 4BS-1 4BS-2 4BS-3 4BS-4 3BS-1 3BS-2 3BS-3 3BS-4

対戦者 前原元気 曽我井颯斗 坂井莉久 佐藤陽日 堤叶和 赤澤虹誠 中野天晴 青木楽
(羽球) (北島Ｂａｍｂｉ) (林崎ジュニア) (林崎ジュニア) (八万ジュニア) (林崎ジュニア) (加茂名ジュニア) (藍住エンジェル)

行部有航 鈴江里玖 青木喜 林秋光 德元応惺 和田健吾 大谷宙 沖野匠真
(富田ジュニア) (加茂名ジュニア) (藍住エンジェル) (北島Ｂａｍｂｉ) (北島Ｂａｍｂｉ) (北島Ｂａｍｂｉ) (内町ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ)

試合番号 9 10 11 12 13 14 15 16
10:00 3BS-5 3BS-6 3BS-7 4GS-1 4GS-2 4GS-3 4GS-4 4GS-5

対戦者 武田燈俐 久田隼士 近藤陽都 小泉朋葵 大石楓 岩田萌楓 岡胡花 寺坂奏良
(羽球) (小松島ジュニア) (福島ラビット) (福島ラビット) (北島Ｂａｍｂｉ) (内町ジュニア) (穴吹ハピネス) (北島Ｂａｍｂｉ)

山田璃斗 堤世凪 四宮琉聖 庄野華央 松浦千桜 西山朋伽 丸岡夢路 梶本苺花
(小松島ジュニア) (八万ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (富田ジュニア) (林崎ジュニア) (富田ジュニア) (小松島ジュニア) (加茂名ジュニア)

試合番号 17 18 19 20 21 22 23 24
10:30 4GS-6 4GS-7 4GS-8 3GS-1 3GS-2 3GS-3 3GS-4 3GS-5

対戦者 曽根藍佳 笹岡児樹 桑島愛香 後藤花姫 古林さやか 谷依咲 後藤姫桜 宮田しおり
(富田ジュニア) (八万ジュニア) (羽球) (北島Ｂａｍｂｉ) (藍住エンジェル) (小松島ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (富田ジュニア)

久田和香 實平莉心 井内佑美 大西ひかる 山下依留 庄野琴美 坂井瑠那 桑島彩香
(小松島ジュニア) (穴吹ハピネス) (助任ジュニア) (富田ジュニア) (八万ジュニア) (富田ジュニア) (林崎ジュニア) (羽球)

試合番号 25 26 27 28 29 30 31 32
11:00 3GS-6 3GS-7 3GS-8 4BS-5 4BS-6 4BS-7 4BS-8 3BS-8

対戦者 大塚結愛 行部夏琉 和田笑花 伊勢新 西奏祐 舛田武琉
(穴吹ハピネス) (富田ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ) (林崎ジュニア) (富田ジュニア) (藍住エンジェル)

山口和花 堤杏樹 宮内杏凜 小松楓 中本理翔
(八万ジュニア) (八万ジュニア) (藍住エンジェル) (林崎ジュニア) (八万ジュニア)

試合番号 33 34 35 36 37 38 39 40
11:30 3BS-9 3BS-10 3BS-11 4GS-9 4GS-10 4GS-11 4GS-12 3GS-9

対戦者

試合番号 41 42 43 44 45 46 47 48
12:00 3GS-10 3GS-11 3GS-12 4BS-9 4BS-10 3BS-12 3BS-13 4GS-13

対戦者

試合番号 49 50 51
12:30 4GS-14 3GS-13 3GS-14

対戦者

試合番号 52 53 54 55 56 57 58 59
13:00 4BS-三決 4BS-決勝 3BS-三決 3BS-決勝 4GS-三決 4GS-決勝 3GS-三決 3GS-決勝

対戦者
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