
第 26 回北信越小学生 

バドミントン選手権大会 
兼第29回全国小学生バドミントン選手権大会北信越地区予選会 

 

 

期日 令和 2 年 10 月 3 日･4 日 

会場 新潟市東総合スポーツセンター 

 

 

 

 

        主催  日本小学生バドミントン連盟 

             北信越小学生バドミントン連盟 

        共催  新潟県バドミントン協会 

             新潟県小学生バドミントン連盟 

             新潟支部バドミントン協会 

        主管  新潟県小学生バドミントン連盟 

     特別協賛  ヨネックス株式会社 
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桑澤　俊孝

大会委員長 坂上　　昭

大会副委員長 西本　幸夫

伊藤　　薫

寺杣　茂和

長丸　茂人

曽根原　秀敏

大会委員 本間　政好 山田　喜一 松井　繁和 小寺　弘員

長谷川　理一 鍛治　寛之 横山　直一 篠村　幸治

降幡　英俊 宮下　浩一

大　　会　　役　　員

日本小学生バドミントン連盟会長

北信越小学生バドミントン連盟会長（富山県連盟会長）

北信越小学生バドミントン連盟副会長（新潟県連盟会長）

北信越小学生バドミントン連盟副会長（福井県連盟会長）

北信越小学生バドミントン連盟副会長（石川県連盟会長）

北信越小学生バドミントン連盟副会長（長野県連盟会長）

富山県バドミントン協会会長

新潟県バドミントン協会会長

福井県バドミントン協会会長

石川県バドミントン協会会長

長野県バドミントン協会会長

新潟県小学生バドミントン連盟副会長

新潟県小学生バドミントン連盟副会長

新潟県小学生バドミントン連盟副会長

福井県ジュニアバドミントン連盟副会長

福井県ジュニアバドミントン連盟副会長

石川県少年バドミントン連盟副会長

石川県少年バドミントン連盟副会長

石川県少年バドミントン連盟副会長

石川県少年バドミントン連盟副会長

石川県少年バドミントン連盟副会長

富山県小学生バドミントン連盟副会長

富山県小学生バドミントン連盟副会長

長野県小学生バドミントン連盟副会長

長野県小学生バドミントン連盟副会長

北信越小学生バドミントン連盟常任理事（長野県連盟）

新潟県バドミントン協会理事長

北信越小学生バドミントン連盟理事　（富山県連盟）

北信越小学生バドミントン連盟常任理事（新潟県連盟）

北信越小学生バドミントン連盟常任理事（福井県連盟）

北信越小学生バドミントン連盟常任理事（石川県連盟）
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競技役員長 横田　幸治

(レフェリー)

総務部長 伊藤　薫

総務副部長 本間　政好

総務主任 高野　豊 堀川　和子

総務委員 石田　知子 内田　亜矢子 佐藤　万里子 松村　睦子

草野　麻衣 玉木　純子 岡　浩司 阿辺　さち

飯塚　貴之 齋藤　清子 松原　有未 渡辺　明子

和田　優子 渡辺　雅子 中野　豊子 田澤　有美

本間　貴子 渡辺　裕美子 中村　寿子 山賀　志津代

広報委員 太田　好光 松澤　博

財務委員 南波　知佐 小日向　真湖

医　　務 池田　義之 落合　京子 横田　美佐江

競技審判部長 江口　文章

（デピュティレフェリー）

競技審判副部長 庭野　哲夫

競技主任 増田　護

競技委員 中村　克成 森田　和俊 斎藤　幸夫 稲田　守

進行放送主任 後藤　正治

進行放送委員 斎藤　千夏 中村　美重子 市川　幸子

記録･掲示主任 原　　幸

記録･掲示委員 音田　奨 山田　喜一 目﨑　幹生 五十嵐　大助

シャトル主任 高野　美穂

シャトル委員 斎藤　弥子 舘巌　勝

審判主任 天野　圭介 荒木　房子

審判員 新潟県小学生バドミントン連盟　加盟チームの皆さん

第1コート 新潟ジュニア 神山ジュニア 小野Ｊr.

第2コート 栃尾ジュニア

第3コート はちみつＪr

第4コート 五泉バンビーノ 豊栄ジュニア 見附スポ少

第5コート 弥彦ジュニア ＶＥＲＴＥＸ 吉田ジュニア 新発田スポ少

第6コート つばめインパクト  プログレス

第7コート 白根エンゼルス  ＳＳモンキー

第8コート ふらっとジュニア

第9コート 燕スポ少 ハッピー 水原ジュニア 豊浦スペリオール

第10コート 阿賀野ジュニア
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〈　競　技　役　員　〉
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 第 ２ ６ 回 北 信 越 小 学 生 バ ド ミ ン ト ン 選 手 権 大 会 兼 

 第２９回全国小学生バドミントン選手権大会北信越地区予選会 開催要項 

 

１ 主  催    日本小学生バドミントン連盟  北信越小学生バドミントン連盟 

   

２ 共  催    新潟県バドミントン協会  新潟県小学生バドミントン連盟  新潟支部バドミントン協会   

 

３ 主  管    新潟県小学生バドミントン連盟  

 

４ 特別協賛    ヨネックス株式会社 

 

５ 協  賛    日本ユニシス株式会社 ミズノ株式会社 株式会社ゴーセン ウイルソン 

          株式会社ＶＩＣＴＯＲＳＰＯＲＴＳ アイベックスポーツ株式会社 ファイテン株式会社 

名鉄観光サービス株式会社 プリンス クリオ販売株式会社 

 

６ 日  時    令和２年１０月３日（土）・４日（日） 

            第１日目（ ３日 ）開場9:00～ 受付10:30～（各県代表） 開会式12:00～ ●代表者会議は行わない 

             ※ 6年生の部の試合を行う。終了後表彰式   公式練習 6年11:20～  5年15:00～ ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ 

            第２日目（ ４日 ）開場7:30 試合開始8:30 閉会宣言16:30  公式練習 4年 10:00～ ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ 

             ※ 午前中は5年生の部、午後から4年生の部の試合を行い、競技終了後それぞれ表彰式を行う。 

                

７ 会  場    新潟市東総合スポーツセンター 〒950-0893 新潟県新潟市東区はなみずき３丁目４−１ ℡ 025－272－5150 

                メインアリーナ（10面）試合会場  サブ（4面）公式練習会場 

 

８ 種  目    個人戦   男子シングルス ６年生以下  女子シングルス ６年生以下 

          男子シングルス ５年生以下  女子シングルス ５年生以下 

          男子シングルス ４年生以下  女子シングルス ４年生以下 

男子ダブルス  ６年生以下  女子ダブルス  ６年生以下 

          男子ダブルス  ５年生以下  女子ダブルス  ５年生以下 

          男子ダブルス  ４年生以下  女子ダブルス   ４年生以下 

 

 ９ 競技規則    令和２年度(公財)日本バドミントン協会競技規則及び同大会運営規程並びに同公認審判員規程による。 

 

１０ 競技方法    各種目ともトーナメント方式とし、準決勝敗者同士による全国大会出場シード順位決定戦を行う。 

 

１１ 使用器具    （公財）日本バドミントン協会検定・審査合格用器具及び令和２年度第１種検定合格水鳥球を使用する。 

 

１２ 参加資格  

（１） 令和２年度(公財)日本バドミントン協会及び日本小学生バドミントン連盟登録者で、都道府県協会及び都道府県小学生組織

代表者が認めた選手であること。 

（２） 長野県・福井県･石川県･富山県･新潟県の選手で、種目ごとに各県予選等において選出された、シングルス上位３名、ダブ

ルス上位３組とする。 

（３） 開催県の新潟県は、シングルス４名、ダブルス４組とする。 

（４） シングルスとダブルスを兼ねることはできない。 

 

１３ 参 加 料    シングルス1人4,000円 ダブルス1組8,000円  

           参加料は、各県で一括して、９月１０日（木）までに下記の口座に振り込むこと。 

口座名  新潟県小学生バドミントン連盟 会計 南波 知佐 

金融機関名 北越銀行（ﾎｸｴﾂ）早通支店（ﾊﾔﾄﾞｵﾘ）普通預金 口座番号291275 
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１４ 申込方法   所定の申込書により、下記の大会事務局に各県で一括して送付すること。 

          入力された氏名･クラブ名（８文字以内）はプログラムにそのまま使用するので、正確に入力ください。 

〒957-0057 新発田市御幸町四丁目３-２ 

        新潟県小学生バドミントン連盟 事務局 本間 政好 

     携帯電話 090-5418-1923 アドレスshibata.atom@gmail.com 

 

１５ 締  切    令和２年９月８日（火）厳守 （石川県は９月１２日大会終了後直ちに） 

 

１６ 表  彰    各種目１位から３位には賞状と副賞を授与する。１位には持ち回りのカップを授与する。 

 

１７ 全国大会出場権 各種目１位から３位（ベスト４）が、令和３年１月に岐阜市で開催される全国選手権大会への出場権を得る。  

           なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止対応により、全国小学生選手権大会が中止決定となった場合でも北信越

選手権大会として本大会を実施するものとする。 

 

１８ 代表者会議   代表者会議は行いません。競技等についての質問事項は前々日までに、大会事務局にメールで問い合わせください。

選手の棄権については、各県の小学生バドミントン連盟を通して、事務局に報告ください。 

 

１９ 宿泊･昼食    斡旋しない。 

 

２０ 備  考    

（１） 組合せは、令和２年９月１３日（日) 各県代表による組合せ会議において決定する。 

 

（２） 競技中の着衣は、(公財)日本バドミントン協会審査合格品を着用し、上着背面には「都道府県名、氏名（フ

ルネーム）」を表示すること。(下図参照) 但し、上着にプリントしたものも認める。 

 

 

 

 

文字列の表示は（公財）日本バドミントン協会大会運営規程第 24 条を適用する（高さ 6cm～10cm）が、本

大会は日本小学生バドミントン連盟「ユニフォームに係る広告（ロゴ）スポンサー名等について（平成２１

年８月１５日）」によるものとする。（従前どおり） 

 

（３） チーム名・マークについては、袖及び胸のいずれかに、50ｃ㎡以内のものをつけることを認める。 

 

（４） 競技中の怪我等の応急処置は主管者において行うが一切責任を負わない。傷害保険等については各チーム等

で対応すること。 

 

（５） コーチ席に入れる者は、(公財)日本バドミントン協会に登録し３級以上の審判資格を保持しているか、(公財)

日本バドミントン協会に登録しており、今後、審判資格の取得を予定している者とする。 

 

（６） 大会参加に際して提供される個人情報は本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用することは

ありません。 

 

（７） 個人氏名並びに加盟団体名、入賞者写真については、大会結果等も含め、新潟県小学生バドミントン連盟ホ

ームページに公開致します。また、報道・メディアの求めに応じて競技会場内での取材、写真撮影を認め、

大会結果等を提供します。 

 

（８） 今回、受付時での配布する大会プログラムは印刷しません。 

新潟県小学生バドミントン連盟ホームページに 掲示するプログラムを印刷し持参してください。 

なお、大会後は 結果を製本し大会報告書として各県参加者へ配布する予定です。 

都道府県名 

氏 名 

（縦15～20 cm ､横約25cm）  
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競技審判上の注意 

 

（１）本大会は、令和２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程に基づき実施

します。 

（２）審判は、全て大会本部にて行います。なお、サービスジャッジは原則として配置しません。 

（３）選手は会場に到着したら、入口ホールに設置してある選手受付にて、会場に到着したことを報

告してください。 

（４）タイムテーブルの１巡目のみ開始時間が決まっていますので、 遅くとも開始３０分前までに

観客席に到着してください。なお、２巡目以降は試合番号順に空いたコートに入る流し込み方

式により行います。時間に余裕を持って会場に到着してください。観客席で進行状況を把握し、

アリーナへ入る準備をしておいてください。 

（５）試合が放送によりコールされましたら、観客席から指定コートに直接集合してください。 

（６）コート入場後の公式練習は、主審の合図により初戦のみ 3 分間行います。シングルスの場合は、

対戦相手とダブルスはパートナーと行ってください。この際のシャトルは、主催者で用意いた

します。 

（７）試合が連続する場合は、原則として、試合終了後、次の試合開始までに 10 分は間隔をあけま

す。 

（８) バックバウンダリーライン後方にコーチ席2席を設けます。コーチ席に入ることができるのは、

登録したコーチのみです。 

（９）試合開始前および終了後の選手同士の握手や試合終了後の主審との握手は禁止します。但し、

相手に誠意をはらって、会釈をすることを心掛けてください。 

（10）各試合(マッチ)のインターバルは次のとおりです。 

①各ゲームにおいて一方のサイドが 11 点になったとき、60 秒を超えないインターバルを認めま

す。選手は 20 秒前にはコートに入ってください。 

②第 1ゲームと第 2 ゲームの間、第 2ゲームと第 3ゲームの間に 120 秒を超えないインターバル

を認めます。選手は 20 秒前にはコートに入ってください。 

（11）インターバル中のアドバイスは、同時に 2 人までコートに入ってもよいですが、主審が「20

秒」とコールしたら、すみやかにコートから離れ、選手はコートに入ってください。 

（12）試合(マッチ)中の水分補給、汗拭き、ラケットの交換、靴ひもの締め直し等、プレーを中断す

る場合は、必ず主審の許可を得てください。コートサイドにはかごを用意しません。各自ラケ

ットバックに、飲み物など必要な持ち物を収容しコート脇に持ち込んでください。水分補給用

の容器は、倒れても中身がこぼれないものを使用してください。氷嚢の使用は、インターバル

中のみ認めます。 

（13）主審が必要と認めた以外のプレーの中断は、一切認めません。 

（14）シャトルは原則としてヨネックスニューオフィシャル３番を使用します。シャトルの交換につ

いては主審が決定しますので、指示に従ってください。 

（15）試合中のけがや病気に対しては、主審が判断します。主審が必要に応じて競技役員長(レフェ

リー)を呼んだ時は、競技役員長(レフェリー)の判断に従ってください。 



 
- 6 - 

（16）審判の判定に「抗議」や「異議」を唱えることは一切認めません。もし判定に対して疑問のあ

る場合には、次のサービスが行われる前に「質問」をすることができます。ここで質問のでき

る者とは、当該選手及びコーチに限ります。試合(マッチ)中、インプレーでない時のアドバイ

スはコーチ席に座って行い、試合(マッチ)中はコートのそばに立っていてはいけません。また、

コーチが他のコートに移動したいときは、必ずインプレーでないときに行ってください。 

（17）競技フロア内での携帯電話等の使用は、一切認めません。携帯電話等は電源を切るか、マナー

モードにしてください。 

（18）試合中にモバイル機器（ｉＰａｄ・携帯電話等）を使用したアドバイス・コ－チングは禁止し

ます。 

（19）試合中の服装は、白または(公財)日本バドミントン協会審査合格品とし、試合時必ず上着の背

面中央に県名氏名を明記してください。ゼッケンの場合は縦１５～２０㎝、横約２５㎝とし、

県名及び個人名(フルネーム)を明記してください。なお、文字の大きさは大会運営規定 24 条

を適用（高さ 6 ㎝から 10 ㎝を厳守）し、ユニフォームの広告(ロゴ)については、平成２１年

８月１５日付の日小連文書のとおりとします。また、ゲーム開始時には上衣の裾は下衣の中に

入れてください。ゲーム中に出た場合は、インターバル時に再度入れてください。 

（20）コーチの服装は公認審判員規程第 3 条第 5項第 6号を厳守し、体育館シューズで入場してくだ

さい。 

（21）学年ごとに公式練習を行います。 

（22）代表者会議は行いません。競技等についての質問事項は前々日までに、大会事務局にメールで

問い合わせください。選手の棄権については、各県の小学生バドミントン連盟を通して、事務

局に報告ください。 

   

 

 

 

一般上の注意事項 

（１）開場は、3日は午前 9時、4 日は午前 7 時 30 分です。 

（２）競技会場では、競技役員（係員）の指示や会場の指示に従い、「外履き」と「内履き」の区別

をして、観覧席で履き替えてください。 

（３）団(クラブ)旗・応援旗等を使用する際には、競技に支障のないように配慮をお願いします。 

なお、大会本部が競技・大会運営に支障があると判断した場合には、指示に従ってください。 

（４）観客席からの大声の助言・指導およびフラッシュ・ストロボを用いての写真撮影等、競技に支

障をきたす行為は禁止します。また、競技会場内の電源(コンセント)の使用は禁止します。 

（５）競技会場の外から持ち込んだゴミは、各自が責任を持って持ち帰ってください。 

（６）競技中の疾病・傷害については、応急処置のみ主催者側で行いますが、その後は各自で処置を

行ってください。なお、本大会では、傷害保険等には、入っていません。 

（７）防犯上、貴重品をはじめ私物の管理は、各自で責任を持って行ってください。 

〒957-0057 新潟県新発田市御幸町四丁目３-２ 
      新潟県小学生バドミントン連盟 事務局 本間 政好 
      携帯電話 090-5418-1923  

アドレス shibata.atom@gmail.com 
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（８）競技会場 2階の観覧席から応援する場合、フロアへの落下防止のため、 前列は着席して応援

してください。 

（９）競技会場内の通路等での「素振り」「シャトル打ち」は大変危険ですので、行わないようにし

てください。サブアリーナでは、公式練習以外は、アップやシャトル打ちは認めません。なお、

ランニングコースでのランニングは認めます。 

 

感染症対策に関する注意事項 

 本大会は、日本バドミントン協会が令和２年６月１２日に発出した「新型コロナウイルス感染症対

策に伴うバドミントン活動ガイドライン」（第３章バドミントン競技大会･イベント実施にあたって）

に基づき競技大会を実施します。参加チームの代表･監督･コーチ･父母は、ガイドライン第３章を熟

読し競技大会に臨んでください。なお、特に注意する点として、以下の通り列記しました。 
 
（１）当日朝の体温が、選手は 37.5℃、大人は 37.0℃以上で、体調に異変を感じたときには、参加

を中止する。 
（２）各チームは、事前に別紙「大会･講習会 参加関係者 健康状態確認シート」に選手･コーチ・

参加保護者等の氏名や健康状態等を記載し、入館時に会場の受付に提出する。 
受付時には、検温器による体温測定も行いますので、ご協力ください。 

（３）大会会場の新潟市東総合スポーツセンターより、新型コロナ感染症予防対策の観点から入場者

の数の制限の要請がありました。観覧席の上限が２,０００人で、密の解消のため、入場可能人

数を 大１，０００人とする内容です。各県ごとの入場者の制限を参加選手一人につき概ね二

人の保護者等の入場を可としますので、ご協力をお願いいたします｡ 
なお一定時刻での換気も求められておりますので、指示によりご協力をお願いいたします｡ 

（４）開会式は、3 日、正午より行います。選手(６年生の部出場者のみ)は観客席に着席したまま参

加します。 当日試合のない５年生４年生のこの時刻の入館は避けてください。 
（５）閉会式は行いません。３位以上の入賞者は、競技終了後、表彰式を行いますので、本部にお集

まりください。 
（６）選手は、フロアへの入退場時には、指定された通路を通り、フロアに置いてあるアルコール液

により、手指の消毒を行うこと。 
（７）観戦は、各県毎に指定された観客席で行います。他の県の観客席には立ち入らないでください。 
（８）待機時や観戦時はマスク等を着用すること。 

（９）すべてのごみは持ち帰り、自宅で処分すること。 

   （10）試合結果の掲示場所では、結果はスマホで撮影し観覧席で確認する等、密にならない対応をし 

      てください。 

（11）コーチングは、一定の距離を保った上で行うこと。 

（12）プレーヤー又はコーチとの握手やハイタッチは行わない。 

（13）試合中、意識的に大声を出さない。 
（14）今大会に参加する選手･コーチ･父母・役員等で、スマホをお持ちの方は「接触確認アプリ」を

活用ください。 
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Ⅰ 代表者会議 

 

 本大会は、代表者会議は行いません。 

 

 

Ⅱ 開会式 

 

日 時 令和 ２年１０月 ３日（土）正午～ 

 

会 場 新潟市東総合スポーツセンター メインアリーナ 

進行 中村 美重子 

 

  選手は観覧席に着席のまま行います。 

 

１ 開 式 通 告 （進行） 

 

２ 開 会 宣 言   北信越小学生バドミントン連盟常任理事 

                            伊藤  薫 

 

３ 主催者あいさつ 北信越小 学 生 バ ド ミ ン ト ン 連 盟 副会長 

                            落合 清孝 

 

 ４ 競技審判上の注意   競技役員長（レフェリー）   横田 幸治   

   

 ５ 選 手 宣 誓 選手代表 新潟県 植木伸弥（柏崎ジュニア) 

                       佐藤 玲 (阿賀野ジュニア） 

 

 ６ 閉 式 通 告   （進行） 

 

 

Ⅲ 表彰式 

 

 本大会は閉会式を行いません。 

 

 ６年生以下の部、５年生以下の部、４年生以下の部それぞれが終

了した時点で、１・２・３位の選手を表彰しますので、競技終了後、

放送の指示に従って、本部席前に集合してください。 

 

 

 



6年生の部
試合番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13:00 6GD1 6GD2 6GD3 6GD4 6GD5 6GD6 6GD7 6GD8 6BD1 6BD2
試合番号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13:30 6BD3 6BD4 6BD5 6BD6 6BD7 6BD8 6GS1 6GS2 6GS3 6GS4
試合番号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

14:00 6GS5 6GS6 6GS7 6GS8 6BS1 6BS2 6BS3 6BS4 6BS5 6BS6
試合番号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

14:30 6BS7 6BS8 6GD9 6GD10 6GD11 6GD12 6BD9 6BD10 6BD11 6BD12
試合番号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

15:00 6GS9 6GS10 6GS11 6GS12 6BS9 6BS10 6BS11 6BS12 6GD13 6GD14
試合番号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

15:30 6BD13 6BD14 6GS13 6GS14 6BS13 6BS14 6GD15 6GD16 6BD15 6BD16
試合番号 61 62 63 64

16:00 6GS15 6GS16 6BS15 6BS16

5年生の部
試合番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8:30 5GD1 5GD2 5GD3 5GD4 5GD5 5GD6 5GD7 5GD8 5BD1 5BD2
試合番号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9:00 5BD3 5BD4 5BD5 5BD6 5BD7 5BD8 5GS1 5GS2 5GS3 5GS4
試合番号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9:30 5GS5 5GS6 5GS7 5GS8 5BS1 5BS2 5BS3 5BS4 5BS5 5BS6
試合番号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

10:00 5BS7 5BS8 5GD9 5GD10 5GD11 5GD12 5BD9 5BD10 5BD11 5BD12
試合番号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

10:30 5GS9 5GS10 5GS11 5GS12 5BS9 5BS10 5BS11 5BS12 5GD13 5GD14
試合番号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

11:00 5BD13 5BD14 5GS13 5GS14 5BS13 5BS14 5GD15 5GD16 5BD15 5BD16
試合番号 61 62 63 64

11:30 5GS15 5GS16 5BS15 5BS16

4年生の部
試合番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13:00 ４GD1 ４GD2 ４GD3 ４GD4 ４GD5 ４GD6 ４GD7 ４GD8 ４BD1 ４BD2
試合番号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13:30 ４BD3 ４BD4 ４BD5 ４BD6 ４BD7 ４BD8 ４GS1 ４GS2 ４GS3 ４GS4
試合番号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

14:00 ４GS5 ４GS6 ４GS7 ４GS8 ４BS1 ４BS2 ４BS3 ４BS4 ４BS5 ４BS6
試合番号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

14:30 ４BS7 ４BS8 ４GD9 ４GD10 ４GD11 ４GD12 ４BD9 ４BD10 ４BD11 ４BD12
試合番号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

15:00 ４GS9 ４GS10 ４GS11 ４GS12 ４BS9 ４BS10 ４BS11 ４BS12 ４GD13 ４GD14
試合番号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

15:30 ４BD13 ４BD14 ４GS13 ４GS14 ４BS13 ４BS14 ４GD15 ４GD16 ４BD15 ４BD16
試合番号 61 62 63 64

16:00 ４GS15 ４GS16 ４BS15 ４BS16
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タイムテーブル
10月3日 (土)

10月4日 (日）

10月4日 (日）

試合終了後、表彰式

試合終了後、表彰式

試合終了後、表彰式



10月3日（土）　6年生以下の部出場選手
時間

11:20
～
11:45

時間

11:20
～
11:30

10月3日（土）　5年生以下の部出場選手

時間

15:00
～
15:15

15:20
～
15:45

15:50
～
16:15

10月4日（日）　4年生以下の部出場選手

時間

10:00
～
10:15

10:20
～
10:45

10:50
～
11:15

使用しない

公　式　練　習

メインアリーナ
1･6コート 2･3コート 4･5コート 7･8コート 9･10コート

4コート

入れ替え

入れ替え

サブアリーナ
1コート 2コート 3コート 4コート

サブアリーナ

新潟県

サブアリーナ

1コート 2コート 3コート 4コート

入れ替え

新潟県 福井県 石川県 富山県 長野県

長野県 富山県

1コート 2コート 3コート
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石川県 福井県

新潟県

新潟県

石川県 福井県

入れ替え

長野県 富山県



新潟 たかの　だいと 6年 長野 さるた　ゆいと 6年
１位 １位

福井 みやごし　いさね 6年 新潟 はせがわ　かなた 6年
３位 ３位

長野 ゆざわ　しんた 6年 富山 みずの　たいよう 6年
３位 ３位

石川 にしやま　しょうご 6年 石川 みやした　しょうご 6年
２位 １位

福井 くたに　かなる 6年 新潟 やだ　つむぎ 6年
２位 ２位

長野 さかぐち　ゆうさく 6年 富山 かねみち　かずや 6年
２位 ２位

新潟 みのぐち　まおと 6年 石川 しおたに　よりざね 6年
４位 ３位

4 8

富山 もりやま　はく 6年 福井 たなか　たいき 6年
１位 １位

新潟 しなだ　りき 6年 うえき　しんや 6年 長野 あらい　ゆうのすけ6年 わかばやし　なつき6年
１位 １位

福井 わたなべ　りつき 6年 しみず　ゆうき 6年 新潟 ただ　そうま 6年 のむら　たから 6年
３位 ３位

長野 くまい　こうすけ 6年 うじ　まさと 5年 富山 かねみち　りゅうま 6年 やまだ　じょう 6年
３位 ３位

石川 みずかみ　ゆうと 6年 いそが　ひゆう 6年 石川 かんだ　まさはる 6年 さかの　ふうが 5年
２位 １位

福井 たなか　ゆうすけ 6年 たなか　ようすけ 6年 新潟 まつざわ　ゆうや 6年 ささき　ゆう 6年
２位 ２位

長野 こいけ　ゆきあつ 6年 あるが　ゆいと 6年 富山 ながた　かつゆき 6年 やなぎだ　たけきよ6年
２位 ２位

新潟 いとう　ともひさ 6年 うめかわ　そうた 6年 石川 いなみ　さくや 6年 さかもと　ゆうき 6年
４位 ３位

4 8

富山 みつい　けんせい 6年 みつい　こうせい 6年 福井 まきの　りく 6年 こさか　りょうせい 6年
１位 １位

16

5

6

7

5

6

7

12

11

12

16

15

15

10

9

10

13

13

14

14

1

2

3

1

2

3

男子ダブルス6年生以下

品田　莉希 植木　伸弥

簑口　茉遼

三井　健生 三井　洸生 牧野　凌久 小坂　凌生
滑川ジュニア Dream.Jr

伊藤　智悠 梅川　颯太 井波　桜哉 坂本　勇希
豊栄ジュニア 津幡ジュニア

小池　透敦 有賀　唯人 長田　勝幸 柳田　赳澄
南信ジュニア 井口ジュニア

田中　優丞 田中　陽丞 松澤　侑也 佐々木　有
勝山チャマッシュ 豊栄ジュニア

水上　雄斗 磯賀　彪 神田　勝栄 坂野　楓芽
津幡ジュニア 中央ジュニア

熊井　康介 宇治　理人 金道　琉真 山田　晟生
長野ソレアドＪｒ 井口ジュニア

渡邉　里月 清水　優希 多田　壮希 野村　宝
大野ジュニア 栃尾ジュニア

荒井　悠ノ介 若林　夏輝
柏崎ジュニア 安曇野ジュニア

森山　羽空 田中　太基
滑川ジュニア Dream.Jr

塩谷　頼実
ふらっとジュニア　 金沢崎浦

坂口　優作 金道　和哉
臥龍Ｊｒ．

TIJ石川 金沢崎浦

井口ジュニア

工谷　奏匠 矢田　紬
Dream.Jr プログレス

ミンピーベーサー ＪＢＣふちゅう

西山　尚吾 宮下　翔伍

長谷川　奏巧
今立バドミントン 五泉バンビーノ

湯澤　眞太 水野　太陽

9 11
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男子シングルス6年生以下

高野　大翔 猿田　唯翔
長岡大島ジュニア 安曇野バドチャレ

宮越　勇寧



新潟 なりた　るあ 6年 福井 はやし　あんな 6年
１位 １位

石川 きもり　はな 6年 新潟 かまた　みむ 6年
３位 ３位

福井 なかがわ　ももな 6年 富山 にしの　のあ 6年
３位 ３位

長野 じょうくら　りょうこ 6年 長野 てづか　ひなの 6年
２位 １位

石川 うらかみ　あおい 6年 新潟 あらき　みこと 6年
２位 ２位

福井 やまだ　なな 6年 富山 きのした　りん 6年
２位 ２位

新潟 わだ　あやめ 6年 長野 こまつ　ゆいり 6年
４位 ３位

4 8

富山 あずま　かほ 6年 石川 かんでん　あゆみ 6年
１位 １位

新潟 さとう　れい 6年 わたなべ　ほのか 6年 福井 いしづか　さやか 6年 さんのう　ともか 6年
１位 １位

石川 ささや　かほ 6年 もとたに　みれい 6年 新潟 みずさわ　まい 6年 みずさわ　めい 6年
３位 ３位

福井 さいとう　ゆずみ 6年 やまざき　むぎ 5年 長野 やざき　そのか 6年 つちや　りこ 5年
３位 ３位

富山 あおみ　さき 6年 いがらし　めい 6年 富山 かとう　りな 6年 はまたに　なぎさ 6年
２位 １位

石川 さわだ　ちはな 6年 おかだ　みそら 5年 新潟 いけだ　ゆら 6年 とみた　さわ 6年
２位 ２位

福井 むらおか　もみじ 6年 やまがた　ゆな 6年 長野 すのはら　さえ 6年 まきの　さえ 6年
２位 ２位

新潟 きざわ　にいな 6年 ささがわ　まな 6年 富山 はせがわ　るい 6年 なかせ　かんな 6年
４位 ３位

4 8

長野 みやざき　ももか 6年 みなみさわ　さき 6年 石川 みなみもり　あん 6年 よしかわ　いろは 6年
１位 １位

16

5

6

7

5

6

7

12

11

12

16

15

15

10

9

10

13

13

14

14

1

2

3

1

2

3

女子ダブルス6年生以下

佐藤　玲 渡邊　暖花

和田　采芽

宮崎　桃果 南澤　早 南森　杏 吉川　彩羽
ミンピーベーサー 美川湊ジュニア

木澤　仁那 笹川　茉愛 長谷川　琉衣 中瀬　甘菜
はちみつJｒ 新湊カモンＳＣ

村岡　椛 山形　優奈 春原　彩 牧野　沙弥
金井学園ジュニア 信濃ウイングス

沢田　知華 岡田　実空 池田　結良 冨田　咲羽　
中央ジュニア 柏崎ジュニア

青見　咲希 五十嵐　愛依 加藤　里奈 濱谷　和桜
ＪＢＣふちゅう 新湊ジュニア

西頭　橙海 山崎　麦 矢崎　園華 土屋　璃恋
Ｔ．ＬＩＴＴＬＥ ＴＩＪ長野

笹弥　夏帆 本谷　美怜 水澤　茉生 水澤　芽生
中島ジュニア SSモンキー

石塚　咲也香 山王　朋香
阿賀野ジュニア 勝山チャマッシュ

東　華帆 勘傳　歩美
ＪＢＣふちゅう オールエイジJr

小松　結凜
ハッピー ＴＩＪ長野

山田　奈南 木下　梨
武生西スポ少

ＢＣすどう塾 長野パルセイロ

立山ジュニア

浦上　蒼彩 荒木　美琴
野々市ジュニア 阿賀野ジュニア

敦賀アドバンス 富山和合

城倉　涼子 手塚　陽菜乃

鎌田　珠心
七尾ジュニア 阿賀野ジュニア

中川　桃奈 西野　乃愛

9 11
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女子シングルス6年生以下

成田　琉空 林　あん菜
ＳＳモンキー Ｗｉｎｇ武生

木森　花



新潟 あしだ　じゅんぺい 5年 石川 まつばら　しおん 5年
１位 １位

長野 たまい　けんしん 5年 新潟 こん　りょうすけ 5年
３位 ３位

石川 おく　ゆうた 5年 富山 みついし　そうた 5年
３位 ３位

福井 おがわ　ゆうと 5年 福井 むらかみ　おうた 5年
２位 １位

長野 いちかわ　ゆきのぶ5年 新潟 やべ　どうむ 5年
２位 ２位

石川 なりきよ　ゆうき 5年 富山 ますだ　りょう 5年
２位 ２位

新潟 たちばな　くにと 5年 福井 きうち　そうすけ 5年
４位 ３位

4 8

富山 おく　まひろ 5年 長野 いとう　ゆうま 5年
１位 １位

新潟 とうみ　ゆうき 5年 いしはら　りょうが 5年 福井 たにやま　ゆう 5年 てらお　だいき 5年
１位 １位

長野 いしやま　せな 5年 せきぐち　げんた 5年 新潟 たかはし　そら 5年 かきざき　こうき 5年
３位 ３位

福井 きたがわ　まこと 5年 かどの　てんせい 5年 石川 おおはし　ゆうと 5年 おむら　あやと 5年
３位 ３位

富山 よこかわ　かんた 5年 おおや　そうた 5年 富山 たかお　そうすけ 5年 はせがわ　ひかる 5年
２位 １位

長野 こばやし　おうや 5年 つちや　ゆうき 5年 新潟 おおはし　こうき 5年 いいの　たいすけ 5年
２位 ２位

福井 まえだ　ようた 5年 たかはし　かずき 5年 石川 てらせ　ひろと 5年 みやかわ　じんた 5年
２位 ２位

新潟 きくた　こうしろう 5年 いそべ　あき 5年 富山 ふたかわ　ゆうく 5年 たかはし　しゅんご 5年
４位 ３位

4 8

石川 きだに　しょうた 5年 ふなわたし　けいと 5年 長野 しもじま　こうた 5年 あおき　かずま 4年
１位 １位
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男子ダブルス5年生以下

遠海　佑樹 石原　凌駕

橘　邦斗

木谷　翔太 舟渡　啓斗 下島　煌大 青木　一馬
美川湊ジュニア 南木曽ジュニア

菊田　倖士朗 磯部　耀 二川　悠玖 高橋　俊伍
佐渡ジュニア　 新湊カモンＳＣ

前田　陽多 高橋　和貴 寺瀬　大翔 宮川　仁太
大野ジュニア 松任ジュニア

小林　央弥 土屋　結希 大橋　皇希 飯野　泰輔
長野パルセイロ 直江津ＪＢＣ

横川　寛多 大屋　颯汰 高尾　壮介 長谷川　輝
豊田スポ少 ＪＢＣふちゅう

北川　真 角野　天清 大橋　悠人 尾村　絢人
足羽ジュニア 津幡ジュニア

石山　星那 関口　舷太 高橋　空 柿﨑　光希
上田バド少 ふらっとジュニア　

谷山　優 寺尾　大輝
つばめインパクト えちぜんジュニア

奥　真優 伊東　優真
高岡ジュニア ミンピーベーサー

木内　奏佑
栃尾ジュニア　 足羽ジュニア

成清　友貴 舛田　遼羽
小松ジュニア

森田ジュニア Dream.Jr

高岡ジュニア

市川　幸信 矢部　童夢
上田バド少 ふらっとジュニア　

minato 新湊カモンＳＣ

小川　雄斗 村上　旺大

今　遼介
信濃ウイングス はちみつJｒ

奥　裕太 三石　草太

9 11
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男子シングルス5年生以下

芦田　潤平 松原　史穏
ふらっとジュニア　 松任ジュニア

玉井　健心



新潟 やまぎし　まう 5年 石川 ひろせ　あやか 5年
１位 １位

長野 まえじま　ゆめ 5年 新潟 とがし　もかな 5年
３位 ３位

石川 きむら　あいみ 5年 富山 よこやま　なみ 5年
３位 ３位

福井 こまつ　ももこ 5年 福井 かえりやま　ゆうこ 5年
２位 １位

長野 かつの　みゆ 5年 新潟 うちだ　りん 5年
２位 ２位

石川 はしもと　かな 5年 富山 たに　みゆう 5年
２位 ２位

新潟 あべ　れいな 5年 福井 あさばた　かえら 5年
４位 ３位

4 8

富山 やすむら　さら 5年 長野 じつはら　りんな 5年
１位 １位

新潟 たまき　きよら 5年 あべ　まゆか 5年 福井 おおしま　いちな 5年 たかち　りのん 5年
１位 １位

長野 こやま　せいら 5年 ゆい　このは 5年 新潟 ほんま　くるみ 5年 まるやま　りさ 5年
３位 ３位

福井 なるおか　あやか 5年 なるおか　あやな 5年 富山 しばた　れい 5年 さわだ　しほ 5年
３位 ３位

石川 たけうち　ゆり 5年 にしむら　めい 5年 石川 よしじま　あい 5年 なかだ　れいな 5年
２位 １位

長野 ふじた　こむぎ 5年 たかはし　えみ 5年 新潟 ほんま　りお 5年 いわもと　はな 5年
２位 ２位

福井 きど　なのは 5年 さかぐち　かのん 5年 富山 つつい　あいる 5年 なかがわ　かんな 5年
２位 ２位

新潟 しんぐう　さと 5年 しんぐう　こと 5年 石川 こんだ　みく 5年 ふじかわ　さな 5年
４位 ３位

4 8

富山 みちかみ　ひなた 5年 せやま　のあ 5年 長野 やまざき　りこ 5年 さかもと　あい 5年
１位 １位
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女子ダブルス5年生以下

玉木　清良 阿部　茉優佳

阿部　伶奈

道上　日葵 瀬山　乃愛 山﨑　　琳子 坂本　藍
富山南ジュニア 長野パルセイロ

新宮　咲都 新宮　來都 譽田　美空 藤川　紗奈
直江津ＪＢＣ 金沢崎浦

木戸　菜陽 坂口　奏音 筒井　藍来 中川　栞奈
Ｔ．ＬＩＴＴＬＥ 豊田スポ少

藤田　心麦 高橋　絵美 本間　莉緒 岩本　花
臥龍Ｊｒ． 小野Jr．

竹内　悠里 西村　愛生 吉嶋　あい 中田　怜那
shinshin 金沢ジュニア

成岡　彩花 成岡　彩菜 柴田　怜依 澤多　志歩
森田ジュニア 堀川南ジュニア

小山　星来 油井　心花 本間　胡桃 丸山　りさ
オール佐久スポ少 神山ジュニア

大嶋　彩知那 髙地　凜愛
はちみつJｒ 足羽ジュニア

安村　紗来 実原　凜奈
高岡ジュニア 野村ＪｒＢＣ

麻畑　楓良
中野島JBC スターキッズ磯部

橋本　佳奈 谷　心結
津幡ジュニア

万葉ドリーム 万葉ドリーム

富山和合

勝野　心結 内田　琳
安曇野バドチャレ はちみつJｒ

高松ジュニア 堀川南ジュニア

小松　桃子 帰山　柚子

富樫　苺香月　　
臥龍Ｊｒ． 新潟ジュニア

木村　愛実 横山　奈美

9 11
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女子シングルス5年生以下

山岸　真羽 廣瀬　綾夏
燕バド少 金沢ジュニア

前島　友愛



新潟 たかくわ　けいすけ4年 長野 きのした　いぶき 4年
１位 １位

富山 とくだ　もとき 4年 新潟 かさまつ　しょうえい4年
３位 ３位

長野 にだいら　こうすけ 4年 石川 ひらの　りょう 4年
３位 ３位

福井 しげもり　たける 4年 福井 しろの　こうき 4年
２位 １位

富山 ほりしま　はやと 4年 新潟 こいけ　たけひろ 4年
２位 ２位

長野 なかむら　あいと 4年 石川 まつだ　きずく 4年
２位 ２位

新潟 まるやま　こうせい 4年 福井 いしだ　りゅうた 3年
４位 ３位

4 8

石川 にしむら　あやと 4年 富山 やすだ　しょう 4年
１位 １位

新潟 みさわ　こあ 4年 のむら　あかし 3年 長野 かんだ　こうしろう 4年 でんだ　こうせい 4年
１位 １位

福井 なかの　ゆうた 3年 しょうじ　たける 3年 新潟 こばやし　りょうた 4年 つちだ　えいと 3年
３位 ３位

長野 こばやし　ゆうや 4年 たけうち　はると 4年 石川 みずしま　かける 4年 きだに　ひなた 3年
３位 ３位

富山 まきたに　いっせい4年 はせがわ　れん 4年 富山 すがわ　りょうた 4年 いむら　れんじ 3年
２位 １位

福井 みさわ　たいせい 4年 むらかみ　こうき 4年 新潟 よしの　ゆうき 4年 そね　せいりゅう 4年
２位 ２位

長野 おぎわら　りょう 4年 さいとう　りつ 4年 石川 かわなみ　みつき 4年 たけなか　れおん 4年
２位 ２位

新潟 まつむら　そうすけ 4年 おおさわ　こたろう 4年 富山 いまいち　けいじ 4年 やまぐろ　りく 4年
４位 ３位

4 8

石川 よつやなぎ　ゆうま4年 きたの　ひいろ 4年 福井 やまもと　こうた 4年 かわだ　りゅうと 4年
１位 １位
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男子ダブルス4年生以下

三澤　琥朱 野村　証　

丸山　航生　

四柳　佑真 北野　陽彩 山本　洸大 川田　琉斗
shinshin えちぜんジュニア

松村　蒼介 大沢　虎太郎 今市　慶士 山黑　璃久
はちみつJｒ 富山飛翔ジュニア

荻原　諒 齋藤　律 河波　光希 竹中　獅
上田バド少 国府ジュニア

三澤　大星 村上　功樹 吉野　由希 曽根　成龍
スターキッズ磯部 十日町

槇谷　一晟 長谷川　蓮 須川　凌匠 井村　蓮次
新湊カモンＳＣ 富山和合

小林　悠也 竹内　陽飛 水島　颯柊 木谷　陽太
チーム六等星 美川湊ジュニア

中野　雄太 庄司　健琉 小林　凌大 土田　瑛斗
Ｗｉｎｇ武生 塚山ジュニア

神田　晄志朗 傳田　康晟
栃尾ジュニア 小布施ジュニア

西村　采人 安田　翔
松任ジュニア 富山和合

石田　琉大
中野島JBC スターキッズ磯部

中村　心駿 松田　絆空
ＢＣすどう塾

春江ジュニア Dream.Jr

中島ジュニア

堀嶋　隼斗 小池　健大
上市町ジュニア 柏崎ジュニア

ＴＩＪ長野 津幡ジュニア

重森　尊 城野　晄希

笠松　照栄
井口ジュニア つばさJBC

仁平　康介 平野　凌

9 11
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男子シングルス4年生以下

高桑　圭佑 木下　都吹
つばめインパクト ＴＩＪ長野

徳田　元輝



新潟 いなば　あいり 4年 長野 しのはら　みゆ 4年
１位 １位

福井 はやし　びび 3年 新潟 やまぐち　かなで 4年
３位 ３位

長野 おぶち　ゆかり 4年 石川 なかむら　りお 4年
３位 ３位

富山 あさの　かほ 4年 富山 ながもり　ももか 4年
２位 １位

福井 にしぐち　いおり 4年 新潟 さとう　あやか 4年
２位 ２位

長野 やぐち　みな 3年 石川 もりた　あこ 4年
２位 ２位

新潟 たなか　ゆは 3年 富山 いまい　かほ 4年
４位 ３位

4 8

石川 にし　かのん 4年 福井 みなもと　あんな 4年
１位 １位

新潟 なかむら　みこと 4年 さとう　にな 4年 富山 いしづか　かほ 4年 しばた　ゆら 3年
１位 １位

福井 かたや　みわ 4年 いのしま　せいか 4年 新潟 さいとう　ゆりの 4年 かわさき　さな 4年
３位 ３位

富山 しばた　さら 4年 たに　こはる 3年 石川 たかお　あやか 4年 やまだ　もなみ 4年
３位 ３位

長野 まつだ　りん 4年 くまがい　みつあ 4年 長野 きのした　はの 3年 こまつ　かの 3年
２位 １位

福井 なかむら　ことみ 3年 まきの　なな 3年 新潟 まえだ　にな 4年 なりさわ　ひいろ 3年
２位 ２位

富山 みなくち　やえこ 4年 あずま　わかな 3年 石川 かめやま　こと 4年 やちぐち　きほ 4年
２位 ２位

新潟 えんどう　るか 4年 えんどう　はすみ 4年 長野 さとう　うい 4年 あらい　きらり 4年
４位 ３位

4 8

石川 やまぐち　ゆずほ 4年 びた　ここは 4年 福井 にしで　ひなの 4年 わきさか　いちる 4年
１位 １位
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女子ダブルス4年生以下

中村　美琴 佐藤　仁南

田中　優羽

山口　柚歩 尾田　心遥 西出　妃愛乃 脇坂　一瑠
国府ジュニア 武生西スポ少

遠藤　瑠花 遠藤　羽純 佐藤　羽衣 荒井　星璃
阿賀野ジュニア 安曇野ジュニア

皆口　八笑子 東　若菜 亀山　心和 谷内口　貴帆
ＪＢＣふちゅう 金沢崎浦

中村　心美 牧野　永愛 前田　仁愛 成澤　日彩
Ｗｉｎｇ武生 はちみつJｒ

松田　凛 熊谷　光愛 木下　華乃 小松　奏乃
松川町Ｊｒ ＴＩＪ長野

芝田　沙來 谷　心絢 高尾　彩花 山田　望七海
富山和合 金沢崎浦

形谷　心環 猪島　靖夏 斎藤　ゆり乃 川崎　沙菜
足羽ジュニア ＳＳモンキー

石塚　華歩 柴田　優来
栃尾ジュニア 堀川南ジュニア

西　奏音 源　杏菜
オールエイジJr スターキッズ磯部

今井　華穂
白根エンゼルス 高岡ジュニア

矢口　美那 盛田　彩心
安曇野バドチャレ

堀川南ジュニア 富山南ジュニア

中島ジュニア

西口　依織 佐藤　文香
足羽ジュニア はちみつJｒ

臥龍Ｊｒ． 中島ジュニア

浅野　楓歩 永森　百々花

山口　華奏　
Ｗｉｎｇ武生 小野Jr．

小渕　由佳理 中村　梨央

9 11
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女子シングルス4年生以下

稲葉　愛莉 篠原　美結
つばさJBC　 オール佐久スポ少

林　陽々



県№ 氏名 チーム名　(短縮表記) № 氏名 チーム名　(短縮表記) 県№ 氏名 チーム名　(短縮表記)

1 松井　繁和 社南ジュニア 1 吉田　茂昭　 美川湊ジュニア 1 朴木　政司 新湊ジュニア

2 小寺　弘員 松本ジュニア 2 越野　兵衛 美川湊ジュニア 2 朴木　洋子 新湊ジュニア

3 川田　昌弘 えちぜんジュニア 3 吉川 美希子 美川湊ジュニア 3 小池　洋央 新湊ジュニア

4 寺尾　剛 えちぜんジュニア 4 中松　章一 オールエイジJr 4 高木　亮徳 新湊ジュニア

5 川田 佳名子 えちぜんジュニア 5 星　明彦 松任ジュニア 5 不破　満 上市町ジュニア

6 三澤　智史 スターキッズ磯部 6 松原　宏明 松任ジュニア 6 篠村　幸治 上市町ジュニア

7 蔵屋敷 竜弘 スターキッズ磯部 7 西村　一剛 松任ジュニア 7 浦田　　祐一 富山和合

8 仲村　雅人 金井学園ジュニア 8 堀　博雄 中央ジュニア 8 椎名 瑛理香 富山和合

9 村岡　洋介 金井学園ジュニア 9 武田　恵子 中央ジュニア 9 灘　宏昌 新湊カモンSC

10 木嶋　克拡 武生西スポ少 10 岡田　直行 中央ジュニア 10 谷川　俊昭 新湊カモンSC

11 西　崇史 武生西スポ少 11 宮村　直弥 七尾ジュニア 11 高橋　一誠 新湊カモンSC

12 山田　奈実 武生西スポ少 12 南部　修一 ｍｉｎａｔｏ 12 三石　悟 新湊カモンSC

13 山田　洋次 Ｔ．ＬＩＴＴＬＥ 13 井家　洋 ｍｉｎａｔｏ 13 長谷川　清 新湊カモンSC

14 西頭　徳起 Ｔ．ＬＩＴＴＬＥ 14 多崎　心悟 shinshin 14 二川　大輔 新湊カモンSC

15 薮原　昌浩 Ｔ．ＬＩＴＴＬＥ 15 鈴木　薫 shinshin 15 佐伯　清明 豊田スポ少

16 山崎　裕 Ｔ．ＬＩＴＴＬＥ 16 新田　昭宏 shinshin 16 金山　良成 豊田スポ少

17 大塚　学 万葉ドリーム 17 松居　かおり TIJ石川 17 中川　亮 豊田スポ少

18 帰山　実代子 万葉ドリーム 18 北村　雅弥 TIJ石川 18 横川　昌幸 豊田スポ少

19 寺杣　茂和 Dream.Jr 19 青山　大吾 金沢ジュニア 19 楠木　鉄騎 滑川ジュニア

20 山形　知意 Dream.Jr 20 坂井 外喜男 金沢ジュニア 20 中田　聡 滑川ジュニア

21 田中　秀樹 Dream.Jr 21 坂井　文哉 金沢ジュニア 21 萩中　友和 滑川ジュニア

22 長谷川 正己 Dream.Jr 22 坂井　友哉 金沢ジュニア 22 新家　敏 滑川ジュニア

23 城野　将規 Dream.Jr 23  田中　直樹 金沢ジュニア 23 舛田　圭太 高岡ジュニア

24 斎藤　則彦 勝山チャマッシュ 24 林　剛 高松ジュニア 24 舛田　美保 高岡ジュニア

25 黄倉　一郎 勝山チャマッシュ 25 新谷　雅之 国府ジュニア 25 西本　幸夫 高岡ジュニア

26 上田　健吾 勝山チャマッシュ 26 辻　幸宏 国府ジュニア 26 安村　康介 高岡ジュニア

27 石田　亘 森田ジュニア 27 片糸　邦之 金沢崎浦 27 多賀　直人 堀川南ジュニア

28 毛利　猛夫 森田ジュニア 28 亀山　伸人 金沢崎浦 28 新田　智宏 堀川南ジュニア

29 鈴木　克欣 森田ジュニア 29 山田　一哉 金沢崎浦 29 柳田　和文 井口ジュニア

30 中川　恵一 敦賀アドバンス 30 宮下　直也 金沢崎浦 30 山田　奈美 井口ジュニア

31 葛葉　昌彦 大野ジュニア 31 塩谷　有美 金沢崎浦 31 長田　雅美 井口ジュニア

32 加藤　晃一 大野ジュニア 32 成清　恭智 小松ジュニア 32 今井　一雄 井口ジュニア

33 清水　栄規 大野ジュニア 33 成清　香里 小松ジュニア 33 金道　真一 井口ジュニア

34 重森　忍 春江ジュニア 34 枡野　泰弘 小松ジュニア 34 中島　悠也 JBCふちゅう

35 荒川　賢治 今立バドミントン 35 澤　昭夫 中島ジュニア 35 東　優 JBCふちゅう

36 永木　友也 今立バドミントン 36 松田　広美 中島ジュニア 36 小川　勝弘 JBCふちゅう

37 永木　涼夏 今立バドミントン 37 高見　佑介 中島ジュニア 37 南　正泰 JBCふちゅう

38 柳瀬　和之 今立バドミントン 38 水上　智 津幡ジュニア 38 恒川　圭子 JBCふちゅう

39 上木　直美 Ｗｉｎｇ武生 39 髙倉　功吉 津幡ジュニア 39 五十嵐　正和 JBCふちゅう

40 川端 久美子 Ｗｉｎｇ武生 40 大橋　史典 津幡ジュニア 40 恒川　諒太 JBCふちゅう

41 前川　由則 Ｗｉｎｇ武生 41 紺谷　侑希 津幡ジュニア 41 小池　仁志 立山ジュニア

42 42 池田　竜 津幡ジュニア 42 木下　浩一 立山ジュニア

43 43 川渕　恭兵 津幡ジュニア 43 岩城　圭一 富山南ジュニア

44 44 井波　大介 津幡ジュニア 44 中谷　晋輔 富山南ジュニア

45 45 水上　陽子 津幡ジュニア 45 矢郷　将大 富山南ジュニア

46 46 橋本　志帆 津幡ジュニア 46 西川　泰良 富山南ジュニア

47 47 木村　正之 野々市ジュニア 47 島倉　直樹 富山南ジュニア

48 48 若狭　智 野々市ジュニア 48 清水　勝弘 富山飛翔ジュニア

49 49 駒井　慶子 野々市ジュニア 49 今市　昭 富山飛翔ジュニア

50 50 鍛冶 香名美 美川湊ジュニア 50
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福井県 石川県 富山県

登録コーチ一覧



№ 氏名 チーム名　(短縮表記) 県№ 氏名 チーム名　(短縮表記) № 氏名 チーム名　(短縮表記)

1 小平　治 臥龍Ｊｒ． 1 石川　義成　 新潟ジュニア 51 土田　亜希子 塚山ジュニア

2 小平 あき子 臥龍Ｊｒ． 2 富樫 真奈美 新潟ジュニア 52 小林　正邦 燕スポーツ少年団

3 広沢　年彦 松川町ジュニア 3 堀川　和子 はちみつJｒ 53 山岸　友則 燕スポーツ少年団

4 実原　基成 塩尻野村JrBC 4 早戸 多美恵 はちみつJｒ 54 山岸 真貴子 燕スポーツ少年団

5 寺澤　慶一 塩尻野村JrBC 5 木澤　仁美 はちみつJｒ 55 増田　護 つばめインパクト

6 丸山　誠礼 安曇野バドチャレ 6 笹川　智美 はちみつJｒ 56 渋木　捷吏 つばめインパクト

7 丸山　仁美 安曇野バドチャレ 7 内田　広野 はちみつJｒ 57 遠海　信博 つばめインパクト

8 小泉　辰哉 チーム六等星 8 石田　知子 はちみつJｒ 58 芦田　崇 ふらっとジュニア

9 小林　大輔 チーム六等星 9 玉木　大介 はちみつJｒ 59 簑口　正敏 ふらっとジュニア

10 百瀬 剛 チーム六等星 10 今　景子 はちみつJｒ 60 矢部　哲成 ふらっとジュニア

11 井伊 美枝子 チーム六等星 11 成澤　瑞希 はちみつJｒ 61 廣田　真奈美 ふらっとジュニア

12 青木 みゆき 南木曽ジュニア 12 阿部　望 はちみつJｒ 62 吉田　円香 ふらっとジュニア

13 下島　直樹 南木曽ジュニア 13 前田　貴子 はちみつJｒ 63 工藤　彩 ふらっとジュニア

14 下島　可奈 南木曽ジュニア 14 大沢　里香 はちみつJｒ 64 高畑　篤志 ふらっとジュニア

15 有賀　孝之 南信ジュニア 15 小野　和子 小野Jr. 65 渡邉　博幸 吉田ジュニア

16 小池 香菜子 南信ジュニア 16 石澤　剛 小野Jr. 66 伊藤　薫 阿賀野ジュニア

17 須藤　憲一 ＢＣすどう塾 17 中村　克成 白根エンゼルス 67 片桐　政志 阿賀野ジュニア

18 永野　繁 ＢＣすどう塾 18 田中　信治 白根エンゼルス 68 長谷川　翔 阿賀野ジュニア

19 田近　隆幸 小布施ジュニア 19 斉藤　守 白根エンゼルス 69 波多野　清 阿賀野ジュニア

20 丸山　和宏 ソレアドJr. 20 片桐　瑞恵 白根エンゼルス 70 加藤　知広 阿賀野ジュニア

21 宇治　千春 ソレアドJr. 21 吉田　要一 豊栄ジュニア 71 渡邊 由里子 阿賀野ジュニア

22 篠原　研司 オール佐久スポ少 22 松山　寛 豊栄ジュニア 72 小林　邦治 神山ジュニア

23 油井　勝幸 オール佐久スポ少 23 佐々木 敏和 豊栄ジュニア 73 本間　正人 神山ジュニア

24 岩垂　潤 ミンピーベーサー 24 松澤　貴子 豊栄ジュニア 74 南　景子 神山ジュニア

25 岩垂　陽子 ミンピーベーサー 25 伊藤　香織 豊栄ジュニア 75 五十嵐　大助 SSモンキー

26 高橋　弘行 長野パルセイロ 26 梅川　裕子 豊栄ジュニア 76 天野　圭介 SSモンキー

27 山﨑　亜希 長野パルセイロ 27 板垣　俊仁 プログレス 77 高橋　良太 SSモンキー

28 手塚　俊文 長野パルセイロ 28 矢田　智之 プログレス 78 肥田　透 SSモンキー

29 小林　和生 長野パルセイロ 29 松澤　博 五泉バンビーノ 79 太田　好光 直江津ＪＢＣ

30 田中　隆夫 上田バド少 30 落合　清孝 五泉バンビーノ 80 岡田　和也 直江津ＪＢＣ

31 橋詰　幸夫 上田バド少 31 長谷川 正美 五泉バンビーノ 81 大橋 亜矢子 直江津ＪＢＣ

32 下澤 小百合 ＴＩＪ長野 32 原　　健大 ハッピーBC 82 横田　幸治 つばさＪＢＣ

33 小林　泉 ＴＩＪ長野 33 原　　　幸 ハッピーBC 83 大島　彰 つばさＪＢＣ

34 新海　清美 ＴＩＪ長野 34 若林　信之 長岡大島ジュニア 84 笠松　剛 つばさＪＢＣ

35 小林　徹 ＴＩＪ長野 35 高野　幸雄 長岡大島ジュニア 85 横田　美佐江 つばさＪＢＣ

36 小林　敏秀 ＴＩＪ長野 36 栗山　晃 長岡大島ジュニア 86 舘巌　勝 佐渡ジュニア

37 小林　瑠奈 ＴＩＪ長野 37 高野　真弓 長岡大島ジュニア 87 菊田　章道 佐渡ジュニア

38 降幡　英俊 安曇野ジュニア 38 細川　篤 中野島JBC 88 山城　一志 佐渡ジュニア

39 伊藤　智明 安曇野ジュニア 39 丸山　慶太 中野島JBC 89 山田　喜一 柏崎ジュニア

40 曽根原 秀敏 安曇野ジュニア 40 阿部　康仁 中野島JBC 90 中村　浩也 柏崎ジュニア

41 渡辺　一功 安曇野ジュニア 41 廣川　辰也 中野島JBC 91 デワ グデスダルサ 柏崎ジュニア

42 山田　博之 安曇野ジュニア 42 菊地　磨 中野島JBC 92 山田　真未 柏崎ジュニア

43 水島　悠貴 信濃ウイングス 43 庭野　哲夫 十日町 93 池田　幸雄 柏崎ジュニア

44 44 曽根　 亮 十日町 94 冨田　勝俊 柏崎ジュニア

45 45 稲田　守 栃尾ジュニア 95 冨田　友見 柏崎ジュニア

46 46 稲田　翠里 栃尾ジュニア 96 品田　美貴 柏崎ジュニア

47 47 佐藤　暁 栃尾ジュニア 97 植木 ジーン 柏崎ジュニア

48 48 木村　武尊 栃尾ジュニア 98 小池　好恵 柏崎ジュニア

49 49 長谷川　聡 塚山ジュニア 99 目﨑　幹生 昇陽会

50 50 土田　和 塚山ジュニア
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登録コーチ一覧

長野県 新潟県 新潟県



2020/10/3・4　　新潟市東総合スポーツセンター
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新潟市東総合スポーツセンター 駐車場等 
 
住  所  新潟市東区はなみづき３－４－１ 
電話番号  ０２５－２７２－５１５０ 
 
＊大会期間中の駐車場等は、下記のようになります。 
 役員駐車場の最北列は 大型バス用に避けて駐車下さい。 
 
 
 

新潟駅南口行き定期バス乗り場 

タクシー乗り場 

一般車両駐車場（大型車駐車不可） 正面入口 

バス・マイクロバス駐車場 
満杯の時は 奥の北側列の普

通車用をご利用ください 

大会役員･競技役員 

駐車場 役員はバス用に

北側 1列が空くように奥

の玄関側近く駐車下さい 
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６年生 山 城 拓 也 （新潟県） 山 田 琉 碧 （福井県） 南 智 郎 （福井県） 五 味 川 柊 （石川県）

以下

５年生 田 中 公 陽 （富山県） 笹 原 蒼 良 （福井県） 羽 賀 晴 人 （新潟県） 山 本 大 翔 （富山県）

以下

４年生 山 城 政 人 （新潟県） 田 中 太 基 （福井県） 工 谷 奏 匠 （福井県） 奥 真 優 （富山県）

以下

６年生 納 村 藍 衣 （福井県） 森 阪 美 穂 （福井県） 川 村 詩 織 （新潟県） 桐 澤 実 凜 （新潟県）

以下

５年生 吉 田 美 真 （富山県） 山 口 栞 菜 （石川県） 髙 嶋 莉 奈 （福井県） 小 海 陽 菜 （長野県）

以下

４年生 勘 傳 歩 美 （石川県） 山 田 奈 南 （福井県） 林 あ ん 菜 （福井県） 西 野 乃 愛 （富山県）

以下

６年生 野 村 ・ 田 中 （福井県） 中 島 ・ 前 （石川県） 池 田 ・ 杉 本 （福井県） 村 上 ・ 磯 部 （新潟県）

以下

５年生 中谷・長谷川 （福井県） 佐 藤 ・ 松 澤 （新潟県） 折 池 ・ 田 中 （石川県） 越 﨑 ・ 宮 越 （福井県）

以下

４年生 柳 田 ・ 長 田 （富山県） 神 田 ・ 坂 野 （石川県） 田 中 ・ 田 中 （福井県） 佐々木・市川 （新潟県）

以下

６年生 野 坂 ・ 眼 関 （福井県） 勝 田 ・ 元 屋 （石川県） 本 村 ・ 和 田 （石川県） 尾 島 ・ 岡 田 （富山県）

以下

５年生 榮 代 ・ 本 田 （石川県） 澤 村 ・ 浦 上 （石川県） 吉 田 ・ 鷲 尾 （新潟県） 菅 田 ・ 山 本 （石川県）

以下

４年生 佐 藤 ・ 渡 辺 （新潟県） 南 森 ・ 吉 川 （石川県） 道 司 ・ 中 川 （福井県） 木 下 ・ 岡 田 （富山県）

以下

６年生 田 中 公 陽 (富山県) 笹 原 蒼 良 (福井県) 松 井 優 斗 (福井県) 羽 賀 晴 人 (新潟県)

以下

５年生 田 中 太 基 (福井県) 宮 下 翔 伍 (石川県) 金 道 和 哉 (富山県) 工 谷 奏 匠 (福井県)

以下

４年生 伊 東 優 真 (長野県) 芦 田 潤 平 (新潟県) 奥 真 優 (富山県) 橘 邦 斗 (新潟県)

以下

６年生 吉 田 美 真 (富山県) 石 内 咲 來 (福井県) 髙 嶋 莉 奈 (福井県) 小 海 陽 菜 (長野県)

以下

５年生 勘 傳 歩 美 (石川県) 中 川 桃 奈 (福井県) 林 あ ん 菜 (福井県) 手塚 陽菜乃 (長野県)

以下

４年生 山 岸 真 羽 (新潟県) 安 村 紗 来 (富山県) 実 原 凜 奈 (長野県) 廣 瀬 綾 夏 (石川県)

以下

６年生 中谷・長谷川 (福井県) 谷 ・ 廣 田 (新潟県) 折 池 ・ 田 中 (石川県) 越 崎 ・ 宮 越 (福井県)

以下

５年生 長 田 ・ 柳 田 (富山県) 佐々木・市川 (新潟県) 品 田 ・ 植 木 (新潟県) 多 田 ・ 野 村 (新潟県)

以下

４年生 松 原 ・ 西 村 (石川県) 谷 山 ・ 寺 尾 (福井県) 下 島 ・ 青 木 (長野県) 奥 ・ 舟 渡 (石川県)

以下

６年生 榮 代 ・ 本 田 (石川県) 野 口 ・ 高 池 (福井県) 山 﨑 ・ 牧 野 (長野県) 柳 原 ・ 森 (富山県)

以下

５年生 佐 藤 ・ 渡 邊 (新潟県) 東 ・ 丸 山 (富山県) 南 森 ・ 吉 川 (石川県) 小 松 ・ 矢 崎 (長野県)

以下

４年生 高池・五十嵐 (福井県) 筒 井 ・ 中 川 (富山県) 本 間 ・ 丸 山 (新潟県) 山 口 ・ 尾 田 (石川県)

以下

　　今回プログラムでは　昨年度の結果含め２年分掲示　記録集では１０年分の記録を掲載いたします。
　　２６回からダブルス入賞者も　フルネームとし，チーム名８文字の横に県名を記載する予定です。
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ＪＢＣふちゅう 美川湊ジュニアバドミントンクラブ ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ長野

足羽ジュニア 豊田スポーツ少年団 神山ジュニア 国府ジュニアバドミントンクラブ

ダ
ブ
ル
ス

えちぜんジュニア 南木曽ジュニア 美川湊ジュニアバドミントンクラブ

女子

美川湊ジュニアバドミントンクラブ 足羽ジュニア ＡＣ長野パルセイロＢＣジュニア 上市バドミントンスクール

阿賀野ジュニア

男子

Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ つばめインパクト 中央ジュニアバドミントンクラブ 今立バドミントンスポーツ少年団

井口ジュニアバドミントンクラブ 柏崎ジュニア 柏崎ジュニア 栃尾ジュニア

松任ジュニアバドミントンクラブ

南信ジュニア

オールエイジジュニア 敦賀ジュニア マスキッズ ＡＣ長野パルセイロＢＣジュニア

燕スポーツ少年団 高岡ジュニア 塩尻市野村ＪｒＢＣ 金沢ジュニアバドミントンクラブ

豊浦

Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ 金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ 井口ジュニアバドミントンクラブ Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ

ミンピーベーサーバドミントンアカデミー ふらっとジュニア 高岡ジュニア 栃尾ジュニア

第
2
5
回
　
長
野
県
　
松
本
市

シ
ン
グ
ル
ス

男子

新湊ジュニアバドミントンクラブ 足羽ジュニア 金井学園ジュニア

女子

高岡ジュニア 松本ジュニア 森田ジュニア

美川湊ジュニアバドミントンクラブ 敦賀ジュニア 立山ジュニアバドミントンクラブ

女子

Ｗｉｎｇ武生ＪＢＣ 内灘ジュニアバドミントンクラブ 大徳ジュニアバドミントンクラブ 新湊ジュニアバドミントンクラブ

(美川湊ジュニアバドミントンクラブ) (野々市ジュニアバドミントンクラブ) (はちみつＪｒバドミントンクラブ) (中島ジュニアバドミントンクラブ)

阿賀野ジュニア

豊栄ジュニアバドミントンクラブ 中央ジュニアバドミントンクラブ 今立バドミントンスポーツ少年団

井口ジュニアバドミントンクラブ 中央ジュニアバドミントンクラブ 勝山チャマッシュジュニア 柏崎ジュニア

武生西バドミントンスポーツ少年団 マスキッズ 富山和合バドミントンクラブ

ダ
ブ
ル
ス

男子

大野ジュニア 内灘ジュニアバドミントンクラブ 敦賀ジュニア 佐渡ジュニアバドミントンクラブ

Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ

女子

Ｗｉｎｇ武生ＪＢＣ 金井学園ジュニア しばたシャトルモンキー 新津ジュニアバドミントンクラブ

高岡ジュニアバドミントンクラブ 大徳ジュニアバドミントンクラブ 森田ジュニアバドミントンクラブ 南信ジュニア

オールエイジジュニア

(大徳ジュニアバドミントンクラブ)

新湊ジュニアバドミントンクラブ 足羽ジュニア 豊浦スペリオールズ 久目バドミントンクラブ

佐渡ジュニアバドミントンクラブ Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ 高岡ジュニアバドミントンクラブ

北信越選手権大会　栄光の記録　
優　　勝 準優勝 第３位

第
２
４
回
　
富
山
県
　
砺
波
市

シ
ン
グ
ル
ス

男子

(佐渡ジュニアバドミントンクラブ) (Ｔ.ＬＩＴＴＬＥ) (Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ)
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