
日時 　令和４年７月２３日　開場８：３０

会場 　松茂町総合体育館

主催 　徳島県小学生バドミントン連盟

第４８回徳島県小学生バドミントン選手権大会　単



※注意【重要】

体育館付近の路上で待機しないでください。

駐車場では必ず枠線内に駐車してください。

枠外・駐車禁止場所には駐車しないようにしてください。

開場時間は８：３０になっています。

本部担当チーム、強化部員の方は入場時の準備をお願いします。

入場場所 入場時間

8:30 強化部員 八万

8:35 北島 福島

8:40 藍住 助任 牟岐

8:30 林崎 富田

8:35 穴吹 小松島

8:40 内町 加茂名 　　宍喰

入場口では密にならないようにご注意ください。

入場時に検温と消毒をお願いします。

チームごとに健康管理チェックシートの提出をお願いします。

入場後は会場設営の協力をよろしくお願いします。
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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。

代表者会議

座席スペースが限られています　各チームご協力をお願いします

松茂町総合体育館　　観覧席表
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競技上、審判上の注意事項

● 本試合は予選リーグ戦を行った後、上位1位のみの決勝トーナメント戦を行う。

● すべての試合を正式ゲーム、21点×3ゲームマッチ（最大30点）とします。

● リーグ戦の順位は、勝ち数＞総得失ゲーム数＞総得失点数　で決定します。

● 総得失点数も同点の場合は、直接対決での勝者が上位です。

● 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。

また、今年度より５年・６年生のみ線審可とします。（４年生以下は不可）

● 試合終了後、主審は審判用紙と審判セットを本部に返却しチェックを受け、

勝者はサイン終了後、本部で次の審判セットを受け取りコートに持って行き

次の主審へ渡してください。

● 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。

● 監督またはコーチは、指導者名札をして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、服装にもご注意ください（七分丈のズボンはNGです）

● 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。

● 試合球は大会本部より用意します。

会場使用の注意事項

● 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。

● 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。

● 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。

開場　８：３０～　　準備終了後公式練習

練習時間　　各組６分

代表者会議

開会式　放送のみ

終了後試合開始

本大会は、本年度（公財）日本バドミントン協会競技規則、並びに大会運営規定及び公認審判員規定によ
り試合を行います。

大会注意事項

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 富田 八万 北島 藍住 林崎 加茂名 内町 小松島
2巡目 富田 八万 北島 藍住 林崎 加茂名 内町 小松島
3巡目 富田 八万 北島 藍住 林崎 加茂名 宍喰 福島
4巡目 富田 牟岐 穴吹 助任 助任 宍喰 福島



入場の際

● チーム別に入場時間を決め間隔をあけての入場。

● 体調管理チェックシートを作成して提出。

● 入場口でアルコール消毒と検温し、入場時の検温で３７．５℃を超えている

場合は入場できません。

● チーム別に決められた場所で待機。

大会運営

● 開会式はマイク放送のみで行いますので、決められた場所で待機する。

● プレー中の選手以外は全て（スタッフ・保護者・審判・指導者）マスクを着用する。

● 待機席は設けない。

それぞれの決められた場所で待機し、コールされたら５分以内にコートインする。

● 試合中、上着やマスク等は直接フロアの上に置かず、ラケットバック等に入れておく

● 試合前及び体育館入場時にはアルコール消毒をする（主審・コーチ・選手）

● 試合前の握手はせず、トスも離れて行う。

● 試合中の応援は決められた場所で拍手のみで行う。声を出しての応援は禁止。

● 勝者サインをもらう際は、別に用意してある筆記用具を使用する。

● 線審はビニール手袋を着用(各自で用意)し、試合終了後に椅子の消毒及びコートの

モップ掛けを行う。

※５・６年生が線審に入る場合、各チーム十分ご指導よろしくお願いいたします。

● ６０分毎に１回換気を行う。

● 入退場口を決め、常時開放しておく。それ以外からの入退場は禁止。

● 自身の試合及び審判終了後は体育館に残らず、速やかに退館する。

● メインコートのみエアコンを使用します。

その他

● 入場時に検温を行う為、入場前のウォーミングアップは控えめにお願いします。

● 大会中に体調不良を感じた場合は本部に連絡して下さい。

新型コロナウイルスの感染が今なお拡大している状況を鑑み、日本バドミントン協会による大会
開催に関するガイドラインに沿って大会運営を行います。以下の内容についてご理解とご協力を
お願いいたします。

コロナ対策に関する注意事項



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
試合番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
09:30 6GS-1-1 6GS-1-2 6GS-2-1 6GS-3-1 6GS-4-1 6GS-5-1 6GS-6-1 6GS-6-2 5GS-1-1 5GS-1-2 5GS-2-1

小泉朋葵 寒川智美 岩田萌楓 堤凜 井内佑美 笹岡児樹 丸岡夢路 寒川直美 宮内杏凜 赤川みずき 古林さやか
福島ラビット 富田ジュニア 内町ジュニア 助任ジュニア 助任ジュニア 八万ジュニア 小松島ジュニア 富田ジュニア 藍住エンジェル 加茂名ジュニア 藍住エンジェル

久田和香 鶴野立夏 曽根藍佳 尾山ひなの 梶本苺花 庄野華央 安宅美桜 北地夏帆 山口和花 山岸穂乃花 正木咲帆
小松島ジュニア 加茂名ジュニア 富田ジュニア 林崎ジュニア 加茂名ジュニア 富田ジュニア 林崎ジュニア 宍喰ジュニア 八万ジュニア 富田ジュニア 宍喰ジュニア

試合番号 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
10:00 5GS-3-1 5GS-4-1 5GS-5-1 5GS-5-2 3GS-1-1 3GS-2-1 3GS-3-1 3GS-4-1 3GS-5-1 3GS-6-1 4GS-1-1

和田笑花 宮田しおり 後藤花姫 正木緩奈 山口あき 稲垣とわ 山本良奈 平岡明香 平岡杏珠 湯淺咲華 庄野琴美
北島Ｂａｍｂｉ 富田ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 藍住エンジェル 八万ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 宍喰ジュニア 宍喰ジュニア 藍住エンジェル 林崎ジュニア 富田ジュニア

森姫愛來 堤杏樹 萩原柑奈 船積委吹 納田彩代 正木芽衣 曽根青葉 大美浪心結 山岸未奈 四宮佑菜 高橋梨々花
助任ジュニア 八万ジュニア 八万ジュニア 加茂名ジュニア 藍住エンジェル 藍住エンジェル 富田ジュニア 藍住エンジェル 富田ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 小松島ジュニア

試合番号 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
10:30 4GS-2-1 4GS-3-1 4GS-4-1 4GS-5-1 6BS-1-1 6BS-1-2 6BS-2-1 6BS-3-1 6BS-4-1 6BS-4-2 4BS-1-1

日下心遥 乾安夏 藤川未来 米田埜乃 西奏祐 井掛颯仁 北野斗真 青木喜 行部有航 西岡璃久 松岡奏佑
富田ジュニア 加茂名ジュニア 穴吹ハピネス 加茂名ジュニア 富田ジュニア 富田ジュニア 藍住エンジェル 藍住エンジェル 富田ジュニア 内町ジュニア 八万ジュニア

松本悠 中田萌彩 竹田莉奈 濱崎優芽 佐藤陽日 上田龍信 中本理翔 前原元気 伊勢新 岡島彰吾 稲垣元之輔
福島ラビット 内町ジュニア 林崎ジュニア 富田ジュニア 林崎ジュニア 加茂名ジュニア 八万ジュニア 牟岐羽球 林崎ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 北島Ｂａｍｂｉ

試合番号 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
11:00 4BS-2-1 4BS-3-1 4BS-4-1 3BS-1-1 3BS-1-2 3BS-2-1 3BS-3-1 5BS-1-1 5BS-2-1 5BS-3-1 6GS-1-3

堤世凪 堤叶和 柏原翔太 和田健吾 森凱翔 西岡瑠良 富永結太 中野天晴 大谷宙 下山晃史 小泉朋葵
八万ジュニア 八万ジュニア 八万ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 助任ジュニア 内町ジュニア 福島ラビット 加茂名ジュニア 内町ジュニア 小松島ジュニア 福島ラビット

近藤陽都 高橋刀麻 塩田くるり 川端琉豊 山内耀介 森慶介 藤澤篤樹 青山陽向 岡野響 吉田碧葉 寒川智美
福島ラビット 加茂名ジュニア 福島ラビット 藍住エンジェル 八万ジュニア 林崎ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 穴吹ハピネス 加茂名ジュニア 内町ジュニア 富田ジュニア

試合番号 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
11:30 6GS-1-4 6GS-2-2 6GS-3-2 6GS-4-2 6GS-5-2 6GS-6-3 6GS-6-4 5GS-1-3 5GS-1-4 5GS-2-2 5GS-3-2

久田和香 曽根藍佳 尾山ひなの 梶本苺花 庄野華央 丸岡夢路 安宅美桜 宮内杏凜 山口和花 正木咲帆 森姫愛來
小松島ジュニア 富田ジュニア 林崎ジュニア 加茂名ジュニア 富田ジュニア 小松島ジュニア 林崎ジュニア 藍住エンジェル 八万ジュニア 宍喰ジュニア 助任ジュニア

鶴野立夏 藤枝和鈴 浦七菜 豊田碧衣 山本怜奈 寒川直美 北地夏帆 赤川みずき 山岸穂乃花 中野瑠珂 平岡穂香
加茂名ジュニア 八万ジュニア 富田ジュニア 林崎ジュニア 宍喰ジュニア 富田ジュニア 宍喰ジュニア 加茂名ジュニア 富田ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 宍喰ジュニア

試合番号 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
12:00 5GS-4-2 5GS-5-3 5GS-5-4 3GS-1-2 3GS-2-2 3GS-3-2 3GS-4-2 3GS-5-2 3GS-6-2 4GS-1-2 4GS-2-2

堤杏樹 後藤花姫 萩原柑奈 行部夏琉 吉田彩葉 渡辺千尋 後藤姫桜 津野永椛 山下依留 坂井瑠那 川端唯衣花
八万ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 八万ジュニア 富田ジュニア 内町ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 北島Ｂａｍｂｉ 助任ジュニア 八万ジュニア 林崎ジュニア 藍住エンジェル

黒川桜華 正木緩奈 船積委吹 納田彩代 正木芽衣 曽根青葉 大美浪心結 山岸未奈 四宮佑菜 高橋梨々花 松本悠
宍喰ジュニア 藍住エンジェル 加茂名ジュニア 藍住エンジェル 藍住エンジェル 富田ジュニア 藍住エンジェル 富田ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 小松島ジュニア 福島ラビット

試合番号 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
12:30 4GS-3-2 4GS-4-2 4GS-5-2 6BS-1-3 6BS-1-4 6BS-2-2 6BS-3-2 6BS-4-3 6BS-4-4 4BS-1-2 4BS-2-2

松田葵羽 勝瀬絢音 谷依咲 西奏祐 佐藤陽日 中本理翔 前原元気 行部有航 伊勢新 青木楽 久田隼士
林崎ジュニア 小松島ジュニア 小松島ジュニア 富田ジュニア 林崎ジュニア 八万ジュニア 牟岐羽球 富田ジュニア 林崎ジュニア 藍住エンジェル 小松島ジュニア

中田萌彩 竹田莉奈 濱崎優芽 井掛颯仁 上田龍信 小松楓 森優介 西岡璃久 岡島彰吾 稲垣元之輔 近藤陽都
内町ジュニア 林崎ジュニア 富田ジュニア 富田ジュニア 加茂名ジュニア 林崎ジュニア 林崎ジュニア 内町ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 北島Ｂａｍｂｉ 福島ラビット

第48回徳島県小学生バドミントン選手権大会　　　令和４年７月２３日
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試合番号 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
13:00 4BS-3-2 4BS-4-2 3BS-1-3 3BS-1-4 3BS-2-2 3BS-3-2 5BS-1-2 5BS-2-2 5BS-3-2 6GS-1-5 6GS-1-6

北野理月 赤澤虹誠 和田健吾 川端琉豊 徳元応惺 武田燈俐 舛田武琉 沖野匠真 四宮琉聖 小泉朋葵 久田和香
藍住エンジェル 林崎ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 藍住エンジェル 北島Ｂａｍｂｉ 牟岐羽球 藍住エンジェル 北島Ｂａｍｂｉ 北島Ｂａｍｂｉ 福島ラビット 小松島ジュニア

高橋刀麻 塩田くるり 森凱翔 山内耀介 森慶介 藤澤篤樹 青山陽向 岡野響 吉田碧葉 鶴野立夏 寒川智美
加茂名ジュニア 福島ラビット 助任ジュニア 八万ジュニア 林崎ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 穴吹ハピネス 加茂名ジュニア 内町ジュニア 加茂名ジュニア 富田ジュニア

試合番号 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
13:30 6GS-2-3 6GS-3-3 6GS-4-3 6GS-5-3 6GS-6-5 6GS-6-6 5GS-1-5 5GS-1-6 5GS-2-3 5GS-3-3 5GS-4-3

岩田萌楓 堤凜 井内佑美 笹岡児樹 丸岡夢路 安宅美桜 宮内杏凜 山口和花 古林さやか 和田笑花 宮田しおり
内町ジュニア 助任ジュニア 助任ジュニア 八万ジュニア 小松島ジュニア 林崎ジュニア 藍住エンジェル 八万ジュニア 藍住エンジェル 北島Ｂａｍｂｉ 富田ジュニア

藤枝和鈴 浦七菜 豊田碧衣 山本怜奈 北地夏帆 寒川直美 山岸穂乃花 赤川みずき 中野瑠珂 平岡穂香 黒川桜華
八万ジュニア 富田ジュニア 林崎ジュニア 宍喰ジュニア 宍喰ジュニア 富田ジュニア 富田ジュニア 加茂名ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 宍喰ジュニア 宍喰ジュニア

試合番号 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
14:00 5GS-5-5 5GS-5-6 3GS-1-3 3GS-2-3 3GS-3-3 3GS-4-3 3GS-5-3 3GS-6-3 4GS-1-3 4GS-2-3 4GS-3-3

後藤花姫 萩原柑奈 行部夏琉 吉田彩葉 渡辺千尋 後藤姫桜 津野永椛 山下依留 坂井瑠那 川端唯衣花 松田葵羽
北島Ｂａｍｂｉ 八万ジュニア 富田ジュニア 内町ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 北島Ｂａｍｂｉ 助任ジュニア 八万ジュニア 林崎ジュニア 藍住エンジェル 林崎ジュニア

船積委吹 正木緩奈 山口あき 稲垣とわ 山本良奈 平岡明香 平岡杏珠 湯淺咲華 庄野琴美 日下心遥 乾安夏
加茂名ジュニア 藍住エンジェル 八万ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 宍喰ジュニア 宍喰ジュニア 藍住エンジェル 林崎ジュニア 富田ジュニア 富田ジュニア 加茂名ジュニア

試合番号 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
14:30 4GS-4-3 4GS-5-3 6BS-1-5 6BS-1-6 6BS-2-3 6BS-3-3 6BS-4-5 6BS-4-6 4BS-1-3 4BS-2-3 4BS-3-3

勝瀬絢音 谷依咲 西奏祐 佐藤陽日 北野斗真 青木喜 行部有航 伊勢新 青木楽 久田隼士 北野理月
小松島ジュニア 小松島ジュニア 富田ジュニア 林崎ジュニア 藍住エンジェル 藍住エンジェル 富田ジュニア 林崎ジュニア 藍住エンジェル 小松島ジュニア 藍住エンジェル

藤川未来 米田埜乃 上田龍信 井掛颯仁 小松楓 森優介 岡島彰吾 西岡璃久 松岡奏佑 堤世凪 堤叶和
穴吹ハピネス 加茂名ジュニア 加茂名ジュニア 富田ジュニア 林崎ジュニア 林崎ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 内町ジュニア 八万ジュニア 八万ジュニア 八万ジュニア

試合番号 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
15:00 4BS-4-3 3BS-1-5 3BS-1-6 3BS-2-3 3BS-3-3 5BS-1-3 5BS-2-3 5BS-3-3 6GS-1 6GS-2 5GS-1

赤澤虹誠 和田健吾 川端琉豊 徳元応惺 武田燈俐 舛田武琉 沖野匠真 四宮琉聖
林崎ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 藍住エンジェル 北島Ｂａｍｂｉ 牟岐羽球 藍住エンジェル 北島Ｂａｍｂｉ 北島Ｂａｍｂｉ

柏原翔太 山内耀介 森凱翔 西岡瑠良 富永結太 中野天晴 大谷宙 下山晃史
八万ジュニア 八万ジュニア 助任ジュニア 内町ジュニア 福島ラビット 加茂名ジュニア 内町ジュニア 小松島ジュニア

試合番号 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
15:30 3GS-1 3GS-2 4GS-1 6BS-1 6BS-2 4BS-1 4BS-2 3BS-1 5BS-1 6GS-3 6GS-4

試合番号 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
16:00 5GS-2 5GS-3 3GS-3 3GS-4 4GS-2 4GS-3 6BS-決勝 6BS-三決 4BS-決勝 4BS-三決 3BS-決勝

試合番号 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
16:30 3BS-三決 5BS-決勝 5BS-三決 6GS-決勝 6GS-三決 5GS-決勝 5GS-三決 3GS-決勝 3GS-三決 4GS-決勝 4GS-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


