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【バドミントン競技】

令和２年度　第４８回鹿児島県競技別交歓大会令和２年度　第４８回鹿児島県競技別交歓大会令和２年度　第４８回鹿児島県競技別交歓大会令和２年度　第４８回鹿児島県競技別交歓大会

令和２年１２月２７日（日）

桜島総合体育館



◆大会当日の行動における注意事項（各自、熟読の上遵守してください。）

・  感染症対策が遵守できないと運営側が判断した場合、大会途中でも中止を宣言する。・  感染症対策が遵守できないと運営側が判断した場合、大会途中でも中止を宣言する。・  感染症対策が遵守できないと運営側が判断した場合、大会途中でも中止を宣言する。・  感染症対策が遵守できないと運営側が判断した場合、大会途中でも中止を宣言する。

・　原則として選手及び関係者（保護者、兄弟姉妹、祖父母、他）の健康・安全の確保を最優先とする。・　原則として選手及び関係者（保護者、兄弟姉妹、祖父母、他）の健康・安全の確保を最優先とする。・　原則として選手及び関係者（保護者、兄弟姉妹、祖父母、他）の健康・安全の確保を最優先とする。・　原則として選手及び関係者（保護者、兄弟姉妹、祖父母、他）の健康・安全の確保を最優先とする。

・　体調不良の方の出場および来場を禁止する。・　体調不良の方の出場および来場を禁止する。・　体調不良の方の出場および来場を禁止する。・　体調不良の方の出場および来場を禁止する。

・　選手・大会関係者が必ず持参する物　：　①マスク（3枚以上） ②外履きを入れる袋・　選手・大会関係者が必ず持参する物　：　①マスク（3枚以上） ②外履きを入れる袋・　選手・大会関係者が必ず持参する物　：　①マスク（3枚以上） ②外履きを入れる袋・　選手・大会関係者が必ず持参する物　：　①マスク（3枚以上） ②外履きを入れる袋

●体育館（観覧席）の行動

・　体育館に入場するすべての方は、当日の朝、検温を行うこと。万一、発熱、倦怠感、咳、咽頭痛などの

　 自覚症状がある方は、来場を控えること。（入場時に検温を行います。）

・　入場時に、「健康確認シート」を提出 健康確認シート」を提出 健康確認シート」を提出 健康確認シート」を提出 すること。（HPよりダウンロード）　分散入場でも1団体1枚に記入する。

　　提出が無い場合は入場及び大会参加を認めない。当日の棄権扱いとし参加料の返却も行わない。

・　各自、常時マスクの着用とする常時マスクの着用とする常時マスクの着用とする常時マスクの着用とする。（交換用のマスクを準備して使用済みは、各自で処分する）

・　体育館入場の際、入口に準備してある消毒位置にて消毒を行い2階観覧席に速やかに移動すること。

　　2階観覧席に速やかに移動すること。

・　靴箱の使用を禁止し外履きを各自持参した袋に入れ自己管理を行う。

・　2階フロアーは、体育館管理者より使用禁止となりましたので立ち入らないこと。

●選手及び観客（応援者）の入場制限について

・　事前に発表した試合スケジュールおよびタイムテーブルにより分散入場を指示する。

・　各家庭1名の応援者とするが、小・中学生の大会では、幼児を連れてくることが予想されるため、

　　各家庭で預けるなどの対策をできるだけお願いする。

・　保護者以外の監督、指導者、コーチも必要最小限でお願いする。

●開会式、試合中、閉会式について

・　開閉会式は館内放送を通じて応援席にて行い、表彰式は簡略のうえ表彰者のみをステージにて表彰とする。

・　換気のタイミングや換気時間をある程度決め試合を一時中断し換気を行う。

・　主審・線審は参加人数制限の緩和策として小・中学生及びその関係者による審判を基本とする。

・　主審を行う審判資格者は、審判手帳を提出し確認印を受けること。

・　コールの後に2階観覧席より1階フロアー入口を利用し指示されたコートに入ること。

・　1階コートフロアーへは、指定された入口のみ（1か所）を使用しそれ以外は、すべて締切りとする。

・　入口に準備してある消毒台で消毒を行いコートへ行き試合開始を待つ。

・　試合前・試合後に各コートに置いてある消毒液で主審、線審、選手、コーチの手を消毒する。（該当の主審による）

・　1階会場の各コートには、選手、審判、監督（コーチ席 1名）のみとする。

・　コートサイドには、トーナメントバッグの持ち込みを許可し飲み物、タオルなどを収容させる。

・　試合中を除きそれ以外ではマスクを着用とする。（試合中のマスク着用も可とする。）

・　団体試合中の掛け声、ダブルスでのタッチなどを極力抑えコートサイドでも拍手での応援をお願いする。・　団体試合中の掛け声、ダブルスでのタッチなどを極力抑えコートサイドでも拍手での応援をお願いする。・　団体試合中の掛け声、ダブルスでのタッチなどを極力抑えコートサイドでも拍手での応援をお願いする。・　団体試合中の掛け声、ダブルスでのタッチなどを極力抑えコートサイドでも拍手での応援をお願いする。

・　シャトル交換は、主審台に準備してある篭に投げ入れ新しいシャトルは、その選手が取り換える。

・　各コートのモップ掛けは、ゲーム毎の試合終了後に当該選手にて行う。

・　試合後、審判後も出入口の消毒台で消毒を行い観客席へ移動する。

・　試合前・試合後の握手は、行わず挨拶のみとする。

・　スコアー受け渡しを待つ間は、2ｍ間隔のマークの位置上で待機すること。

・　応援は指定された2階席で行い、応援のためコート近くへの移動は行わない。

・　二階からの応援は、声援をおさえ拍手での応援をお願いする。

・　昼食の時間は特にもうけない。食事間隔も2ｍ以上を保ち食事中の会話は控える。

・　自身の試合・役割（審判等）が終了したら、観戦や応援をせず、速やかに帰宅をすることを推奨する。

・　ごみ処理（マスク等）は、各自持ち帰り自宅にて処分する。

　感染症対策に皆様の慣れを感じます。ここでもう一度、大会を開催するにあたり、上記の処置により大会を運営します。　感染症対策に皆様の慣れを感じます。ここでもう一度、大会を開催するにあたり、上記の処置により大会を運営します。　感染症対策に皆様の慣れを感じます。ここでもう一度、大会を開催するにあたり、上記の処置により大会を運営します。　感染症対策に皆様の慣れを感じます。ここでもう一度、大会を開催するにあたり、上記の処置により大会を運営します。

　大会参加については、小・中学生を対象とした大会ですので全てに対しご家庭及び団体指導者での判断による参加とさせていただきます。　大会参加については、小・中学生を対象とした大会ですので全てに対しご家庭及び団体指導者での判断による参加とさせていただきます。　大会参加については、小・中学生を対象とした大会ですので全てに対しご家庭及び団体指導者での判断による参加とさせていただきます。　大会参加については、小・中学生を対象とした大会ですので全てに対しご家庭及び団体指導者での判断による参加とさせていただきます。

【インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症対策】　県少年団連盟【インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症対策】　県少年団連盟【インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症対策】　県少年団連盟【インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症対策】　県少年団連盟
　　　　「新型コロナウイルス感染症に対策に伴うバドミントン活動ガイドライン」より抜粋
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消毒台係団名を確認してください。

（係の時間配分は、各団に一任）

指定された席を移動しないこと！

席を移動しての応援は、禁止！

座席割当図

R-2　県競技別交歓大会
桜島体育館設営配置案内

コールされてから二階よりコートへ移動。

桜ヶ丘西

消毒台

*　試合後にモップ掛け

1階フロアーへの入場は、参加選手、コーチ席1名と審判のみ

消毒台

*　1Fフロアー入出時に消毒

検温
健康確認シート提出

スコアーシート受け渡し待機所

1階フロアー
利用入口

使用禁止

*　試合前・試合後に消毒

利用禁止！

体育館運営管理者より

2階ホール

譲り合いの気持ちで。
選手数により配分してますので

ここでの待機を禁止します。



 

 

競技及び審判上の注意 

 

１ 本大会は令和２年度鹿児島県競技別交歓大会実施要項のバドミントン競技及び公益財団法人

日本バドミントン協会の現行競技規則諸規程に基づき実施します。 

２ 日本バドミントン協会「感染症対策に伴うガイドライン」に沿って対策を行います。 

３ ユニフォームには，少年団名・名前の入ったゼッケンを背面に着けてください。 

４ 令和２年度（公財）日本バドミントン協会検定・審査合格用器具並びに第2種検定合格水鳥

球（エアロセンサ700）を使用します。 

５ 棄権および団体戦で欠員が生じた場合など，速やかに本部進行まで届けてください。 

 

６ 小学生の団体戦について 

(1) 男子の試合は複・単・単の順，女子の試合は複・複・単の順で行います。 

(2) 各マッチは，２１点１ゲームマッチ，延長なしとします。 

(3) 予選リーグは３マッチ全て行い，決勝トーナメントは２マッチ先取とします。 

(4) 各パートの順位は，①試合の勝ち数，②マッチの勝ち数，③総得失点差，④総得失点差も

同数の場合は抽選によって決定するものとします。 

(5) 決勝トーナメントへの進出チームは，予選リンクが四角形のパートは１位と２位の２チー

ムが，三角形のパートは１位のチームとします。 

(6) 各コートに，その試合に出場する選手（男子4名、女子5名以内）と監督又はコーチの席

を1席設けます。監督，コーチも必ず体育館シューズを履いてください。 

(7) チェンジエンズの際、コーチ席の一人がエンドを替わり子供たちの移動は行いません。 

 

７ 中学生の試合について 

(1) 各試合は，２１点１ゲームマッチ，延長なしとします。 

(2) 小学生の団体戦の関係で空きコートが発生した場合には，中学生の試合を入れる場

合があるので，コールに注意してください。 

８ ステージに向かって右側前方より１～６コート，左側前方より７～1２コートとします。 

９ 中学生の初回戦に限り3分間の練習時間を設けるので対戦相手と練習します。 

小学生団体戦の初回戦に限り各チーム3分間の練習時間を設けますのでスコアシート左側記入

チームより練習を行ってください。（練習用シャトルは各自で持参してください。） 

 

10 選手は，タイムテーブルを確認し，試合開始１時間前までには体育館内に待機してください。 

11 試合順は流し込み方式を基本としますが，タイムテーブルどおりにいかない場合があるので，

コールには十分注意して，コールがあったら速やかにコートに入ってください。 

12 フロアー入口付近での待機は、禁止致します。 

13 本大会の審判について 

(1) 中学生の初回戦は相互審判とします。本部から主審のチームを指示しますので審判用紙を

本部へ取りに来てください。各チームからは線審を出してください。 

 小学生団体戦は，全試合を相互審判とします。 

 審判を適正にできない場合は、小学生の代わりにそのチームの指導者または保護者が

行ってください。 

(2) 中学生の２回戦以降は，原則として敗者のチームが主審と線審を，勝者のチームが線審を

してください。審判員が不足する場合は，本部までお知らせください。 

 



 

 

(3) 主審は，次のとおり行うものとします。 

 ア 試合前・試合後に選手及び線審と利用した椅子などの消毒を行う。 

イ 試合開始前に審判用紙に主審名を記載し，審判用紙とゼッケンで選手名を照合する。 

ウ 試合終了次第，勝者のサインをもらい，コートのモップ掛けを各選手へ指示する。 

エ 審判用紙を本部へ持参し，審判部の確認を受ける。 

オ 次の試合の審判用紙を受け取り，次の主審に審判用紙を引き継ぐ。 

14 各種目とも３位まで表彰を行う。３位決定戦は行いません。 

 

15 その他 

 (1)(1)(1)(1)    声をあげてのプレー及び声援は禁止声をあげてのプレー及び声援は禁止声をあげてのプレー及び声援は禁止声をあげてのプレー及び声援は禁止として拍手での声援をお願いとして拍手での声援をお願いとして拍手での声援をお願いとして拍手での声援をお願い致します。致します。致します。致します。    

    (2) 自身の試合・役割（敗者審判など）が終了したら観戦や応援をせず、速やかな帰宅をお願 

   いします。 

 (3) ２階ホールは管理運営者より使用禁止となりましたので立ち入ることができません。 

(4) 体育館屋内では，コート以外での練習は禁止します。 

(5) サッカーグラウンド，緑地グラウンドは有料施設です。ウォームアップ等で勝手にこれら

の施設に立ち入らないでください。 

(6) 主審をされた有資格者は，審判手帳を本部に提出してください。 

 



コート

時間 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

中女1中女1中女1中女1 中女2中女2中女2中女2 中女3中女3中女3中女3

中女4中女4中女4中女4 中女5中女5中女5中女5 中女6中女6中女6中女6

中女7中女7中女7中女7 中女8中女8中女8中女8 中女9中女9中女9中女9

中女10中女10中女10中女10 中女11中女11中女11中女11 中女12中女12中女12中女12

中女13中女13中女13中女13 中女14中女14中女14中女14 中女15中女15中女15中女15

中女16中女16中女16中女16 中女17中女17中女17中女17 中女18中女18中女18中女18

中女19中女19中女19中女19 中女20中女20中女20中女20 中女21中女21中女21中女21

中女22中女22中女22中女22 中女23中女23中女23中女23 中女24中女24中女24中女24

中女25中女25中女25中女25 中女26中女26中女26中女26 中女27中女27中女27中女27

中女28中女28中女28中女28 中女29中女29中女29中女29 中女30中女30中女30中女30

中女31中女31中女31中女31 中女32中女32中女32中女32 中女33中女33中女33中女33

中女34中女34中女34中女34 中女35中女35中女35中女35 中女36中女36中女36中女36

中女37中女37中女37中女37 中女38中女38中女38中女38 中女39中女39中女39中女39

中女40中女40中女40中女40 中女41中女41中女41中女41 中女42中女42中女42中女42

中女43中女43中女43中女43 中女44中女44中女44中女44 中女 決勝中女 決勝中女 決勝中女 決勝

中男1中男1中男1中男1 中男2中男2中男2中男2 中男3中男3中男3中男3

中男4中男4中男4中男4 中男5中男5中男5中男5 中男6中男6中男6中男6

中男7中男7中男7中男7 中男8中男8中男8中男8 中男9中男9中男9中男9

中男10中男10中男10中男10 中男11中男11中男11中男11 中男12中男12中男12中男12

中男13中男13中男13中男13 中男14中男14中男14中男14 中男15中男15中男15中男15

中男16中男16中男16中男16 中男17中男17中男17中男17 中男18中男18中男18中男18

中男19中男19中男19中男19 中男20中男20中男20中男20 中男21中男21中男21中男21

中男22中男22中男22中男22 中男23中男23中男23中男23 中男24中男24中男24中男24

中男25中男25中男25中男25 中男26中男26中男26中男26 中男 決勝中男 決勝中男 決勝中男 決勝

団体男子表彰団体男子表彰団体男子表彰団体男子表彰

かたずけかたずけかたずけかたずけ

16:3016:3016:3016:30

高男　決1高男　決1高男　決1高男　決1 高男　決2高男　決2高男　決2高男　決2 高男　決3高男　決3高男　決3高男　決3 高男　決4高男　決4高男　決4高男　決4 低男　決1低男　決1低男　決1低男　決1 低男　決2低男　決2低男　決2低男　決2

低男 A3低男 A3低男 A3低男 A3 B3B3B3B3 C3C3C3C3 D3D3D3D3
決勝T男子発決勝T男子発決勝T男子発決勝T男子発

表表表表
オーダー提出オーダー提出オーダー提出オーダー提出

高男　決5高男　決5高男　決5高男　決5 高男　決6高男　決6高男　決6高男　決6 低男　決3低男　決3低男　決3低男　決3 高男　決7高男　決7高男　決7高男　決7

団体女子表彰団体女子表彰団体女子表彰団体女子表彰

15:4515:4515:4515:45

C2C2C2C2 D2D2D2D2 高男 C3高男 C3高男 C3高男 C3 D3D3D3D3 E3E3E3E3 F3F3F3F3

E2E2E2E2 F2F2F2F2 低男 A2低男 A2低男 A2低男 A2 B2B2B2B2

15:0015:0015:0015:00

高女　決9高女　決9高女　決9高女　決9 高男 B3高男 B3高男 B3高男 B3 B4B4B4B4 C2C2C2C2 D2D2D2D2

A4A4A4A4

中学生男子表彰中学生男子表彰中学生男子表彰中学生男子表彰

14:1514:1514:1514:15

高女　決7高女　決7高女　決7高女　決7 高女　決8高女　決8高女　決8高女　決8 低男 A1低男 A1低男 A1低男 A1 B1B1B1B1 低女　決5低女　決5低女　決5低女　決5 低男 C1低男 C1低男 C1低男 C1 D1D1D1D1 高男 A3高男 A3高男 A3高男 A3

高女　決4高女　決4高女　決4高女　決4 高女　決5高女　決5高女　決5高女　決5 高女　決6高女　決6高女　決6高女　決6 低女　決3低女　決3低女　決3低女　決3 低女　決4低女　決4低女　決4低女　決4 高男 D1高男 D1高男 D1高男 D1 E1E1E1E1 F1F1F1F1

12:4512:4512:4512:45

高女　決1高女　決1高女　決1高女　決1 高女　決2高女　決2高女　決2高女　決2 高男 A1高男 A1高男 A1高男 A1 A2A2A2A2 低女　決1低女　決1低女　決1低女　決1 低女　決2低女　決2低女　決2低女　決2 高男 B1高男 B1高男 B1高男 B1 B2B2B2B2
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高女　決3高女　決3高女　決3高女　決3
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中学生女子表彰中学生女子表彰中学生女子表彰中学生女子表彰

12:0012:0012:0012:00

高女 G3高女 G3高女 G3高女 G3 H3H3H3H3 低女 A3低女 A3低女 A3低女 A3 B3B3B3B3 C3C3C3C3
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E3E3E3E3 F3F3F3F3
決勝T女子発決勝T女子発決勝T女子発決勝T女子発

表表表表
オーダー提出オーダー提出オーダー提出オーダー提出

D3D3D3D3

11:1511:1511:1511:15

低女 B2低女 B2低女 B2低女 B2 C2C2C2C2 D2D2D2D2 E2E2E2E2 F2F2F2F2 高女 C3高女 C3高女 C3高女 C3 D3D3D3D3 E3E3E3E3

G2G2G2G2 H2H2H2H2 低女 A2低女 A2低女 A2低女 A2
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A4A4A4A4
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9:459:459:459:45

高女 H1高女 H1高女 H1高女 H1 低女 A1低女 A1低女 A1低女 A1 B1B1B1B1 C1C1C1C1 D1D1D1D1 E1E1E1E1 F1F1F1F1 高女 A3高女 A3高女 A3高女 A3

D1D1D1D1 E1E1E1E1 F1F1F1F1 G1G1G1G1

9:009:009:009:00

高女 A1高女 A1高女 A1高女 A1 A2A2A2A2 B1B1B1B1 B2B2B2B2 C1C1C1C1

タイムテーブルタイムテーブルタイムテーブルタイムテーブル

団体戦予選と中学生の初戦に限り試合前に3分間の練習を設ける。団体戦予選と中学生の初戦に限り試合前に3分間の練習を設ける。団体戦予選と中学生の初戦に限り試合前に3分間の練習を設ける。団体戦予選と中学生の初戦に限り試合前に3分間の練習を設ける。

8:308:308:308:30
女子団体の1、2列目オーダーは、放送による開会式前までに提出すること。女子団体の1、2列目オーダーは、放送による開会式前までに提出すること。女子団体の1、2列目オーダーは、放送による開会式前までに提出すること。女子団体の1、2列目オーダーは、放送による開会式前までに提出すること。

団体戦は、21点1ゲーム延長なし。予選は全試合を行い決勝Tは2マッチ先取で終了とする。中学生は、21点1ゲーム延長なし。団体戦は、21点1ゲーム延長なし。予選は全試合を行い決勝Tは2マッチ先取で終了とする。中学生は、21点1ゲーム延長なし。団体戦は、21点1ゲーム延長なし。予選は全試合を行い決勝Tは2マッチ先取で終了とする。中学生は、21点1ゲーム延長なし。団体戦は、21点1ゲーム延長なし。予選は全試合を行い決勝Tは2マッチ先取で終了とする。中学生は、21点1ゲーム延長なし。

男子団体は随時受付中。12：00までにオーダーを提出すること。男子団体は随時受付中。12：00までにオーダーを提出すること。男子団体は随時受付中。12：00までにオーダーを提出すること。男子団体は随時受付中。12：00までにオーダーを提出すること。
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小学生　低学年男子の部
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1 4
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（複・単・単）
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5 11

11 原　　　隼　平 (伊　　　敷)

(安　　　納) 26

6 12

13 横　峯　寛　斗 (武　アクア) 安　田　瑛　祐 (ＪＣジュニア) 27

22

4 10

9 八　木　大　将 (ＪＣジュニア) 藤　島　　　倭 (明　和　中) 23

15 19

10 高　野　英　太 (伊　集　院) 久　保　晧　資 (シャトル国分) 24

田　實　龍之慎 (シャトル国分) 20

3 9

7 髙　橋　　　凛 (中　　　山) 馬　塲　泰　嘉

14 18

6 吉　國　清　萌 (ＪＣジュニア)

(伊　集　院) 21

25 26

8 川　畑　宗　也 (坂　元　台)
27

有　谷　優　汰 (中　　　山)

(シャトル国分) 田　中　　　翔

18

2 8

5 中　野　瑛　太 (武　アクア) 稲　葉　悠　人 (坂　元　台) 19

2 片　浦　　　昊 (安　　　納) 中　野　誠　也 (中　　　山) 16

1

1 原　田　心　温 (ＪＣジュニア) 永　野　将　史 (ＪＣジュニア)

(南) 17

21 23

4 山　本　龍之介 (大　明　丘) 下　栗　孝　介 (武　アクア)

7

3 田　中　裕　仁

中学生男子の部中学生男子の部中学生男子の部中学生男子の部

15

13



18

20

22

中学生女子の部中学生女子の部中学生女子の部中学生女子の部

中　島　璃　月

菅　野　花　純

深　澤　彩　楽

下堂薗　咲　菜

飯　田　心　羽

安　藤　みつき

深　野　桐　子

尾　上　晴　香

松　元　　　芽

今　村　遥　花

中　本　みなみ

坂　下　絢　音

塩入谷　香　凜

金　丸　裕　香

永　吉　美　怜

植　松　そ　ら

米　盛　優　菜

吉　元　杏　姫

室　屋　琴　羽

楠　原　優　愛

橋　口　咲　恵

百　村　月　来

田　中　咲　楽

三　本　莉　里

堂　免　遙　花

松　元　清　憐

牧　　　梨々香

藤　崎　柑　奈

中　園　莉　佳

白　田　七　海

内　田　り　お

芝　　　明　里

1 (伊　　　敷) (北　　　葉) 24

15 23

2 (田　　　上) (吉　野　東) 25

1 8

3 (西　　　陵) 31 (大　明　丘) 26

35

4 (西　　　陵) (西　　　陵) 27

16 9

5 (南) (伊　　　敷) 28

39 24

6 (ＪＣジュニア) (安　　　納) 29

30

2 25

8 (坂　　　元) (伊　　　敷) 31

32 10

17 41

7 (大　明　丘) (伊　敷　台)

9 (吉　野　東) (武　アクア) 32

3 36

10 (西　　　陵) (西　　　陵) 33

5

11

11 (伊　敷　台) (吉　野　東) 34

43 44

森　　　知　陽

潤　　　真　央

胸　元　くらら

前　田　倫　佳

日　高　亜　美

杉　安　未　羽

瀬　尾　ひなの

加　藤　優　菜

山　川　藍　音

竹　中　二　葉

29

14 (田　　　上) (南) 37

33 12

35

19

13 (西　　　陵) (西　　　陵) 36

4 27

26

12 (北　　　葉)
45

(田　　　上)

15 (伊　敷　台) (伊　　　敷) 38

前　村　未　空

37

16 (吉　野　東) (北　　　葉) 39

13

17 (大　明　丘) (西　　　陵) 40

40 28

18 (シャトル国分) (ＪＣジュニア) 41

21 42

19 (武　アクア) (吉　野　東) 42

6

福　島　四　季

20 (伊　集　院) (中　　　山) 43

34

21 (西　　　陵) 38 (田　　　上) 44

7 14

22 (中　　　山) (西　　　陵) 45

30

23 (伊　　　敷) (明　和　中) 46

米　元　心　優

住　吉　璃　胡
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