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【インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症対策】鹿児島県バドミントン少年団連盟 
 公益財団法人 日本バドミントン協会「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 

● 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。 

・ 原則として選手及び関係者（保護者，兄弟姉妹他）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。  

・ 入口での検温（小学生 37.5°以上・大人 37.0°以上）により入館を禁止する。  

・ 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  

・ マスク着用により入館を認める。  

● 体育館（観覧席）の行動  

・ 体育館に入場する全ての方は，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」を会場入口にて提出すること。 

   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。（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検温・消毒を行い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。  

・ 試合前，試合後に各団で用意した消毒セットで毎回の消毒をすること。 

● 選手及び観客（応援者）の入場制限について  

・ 事前に発表する試合スケジュール及びタイムテーブルにより分散入場を指示する。  

・ 参加者1 名に保護者1 名とするが，小学生の大会では，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，表彰式は簡略化し表彰者のみ集合し，大会事務局に

て実施する。  

・ 換気は常時行うことを基本とし施設内の換気施設使用や窓や扉などを開放し実施する。 

・ 常時の換気が出来ない場合は，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学生及びその関係者による審判を基本とする。  

・ コールの後に2 階観覧席より指示されたコートに入ること。  

・ 1 階フロアーへは，指定された入口を使用しそれ以外は，使用しないこと  

・ 各コートには，選手，審判，監督（コーチ席 1 名）のみとする。 

・ 各コートに入場する選手等は，その直前に各団で準備した消毒液で手指消毒を行うこと。 

・ 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。）  

・ 試合中の掛け声，ダブルスでのタッチなどを極力抑えること。  

・ 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。  



・ 試合前・試合後の握手は，行わず挨拶のみとする。  

・ 指定場所でスコアー受け渡しを待つ間は，できるだけ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。  

・ 応援は，声の発生を抑え，拍手のみでの応援を推奨する。  

・ 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。 

・ 食事可能な観覧席に移動し食事間隔も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。 

・ ごみ処理（マスク等）は，各自持ち帰り自宅にて処分する。 

  感染者が減少の傾向でステージ２の状況ではありますが，状況の悪化によっては，大会中止も視野に

入れながら十分検討した上で，上記の処置により大会開催を決定いたしました。 

  大会参加については，小学生を対象とした大会なので，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。 
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競技及び審判上の注意 

 

１ 本大会は令和3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3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) 各コートには，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・試合後に各団で準備した消毒液で消毒を行う。 

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45中女45中女45中女45

中女46中女46中女46中女46 中女47中女47中女47中女47 中女48中女48中女48中女48

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27中男27中男27中男27

中男28中男28中男28中男28 中男29中男29中男29中男29 中男30中男30中男30中男30

中男31中男31中男31中男31 中男32中男32中男32中男32 中男33中男33中男33中男33

中男 決勝中男 決勝中男 決勝中男 決勝

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。

かたづけかたづけかたづけかたづけ

団体表彰団体表彰団体表彰団体表彰

解散解散解散解散

16:3016:3016:3016:30

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 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2低男　決2低男　決2低男　決2 低男　決3低男　決3低男　決3低男　決3

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7高男　決7高男　決7高男　決7 低男　決4低男　決4低男　決4低男　決4

決勝T男子決勝T男子決勝T男子決勝T男子
発表発表発表発表

オーダー提オーダー提オーダー提オーダー提
出出出出

14:1514:1514:1514:15

高女　決7高女　決7高女　決7高女　決7 低女　決6低女　決6低女　決6低女　決6 低男 B1低男 B1低男 B1低男 B1 B2B2B2B2 C1C1C1C1

15:4515:4515:4515:45

高男 C3高男 C3高男 C3高男 C3 D3D3D3D3 E3E3E3E3 F3F3F3F3 低男 C3低男 C3低男 C3低男 C3

A4A4A4A4 B3B3B3B3 B4B4B4B4 C2C2C2C2

15:0015:0015:0015:00

高男 C2高男 C2高男 C2高男 C2 D2D2D2D2 E2E2E2E2 F2F2F2F2 低男 A3低男 A3低男 A3低男 A3

高男 A3高男 A3高男 A3高男 A3 A4A4A4A4 B3B3B3B3

E1E1E1E1 F1F1F1F1 低男 A1低男 A1低男 A1低男 A1 A2A2A2A2

B4B4B4B4

高女　決2高女　決2高女　決2高女　決2 高女　決3高女　決3高女　決3高女　決3

決勝T女子決勝T女子決勝T女子決勝T女子
発表発表発表発表

オーダー提オーダー提オーダー提オーダー提
出出出出

11:1511:1511:1511:15

低女 C2低女 C2低女 C2低女 C2 D2D2D2D2

12:4512:4512:4512:45

高女　決4高女　決4高女　決4高女　決4 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 低女　決3低女　決3低女　決3低女　決3 高男 A1高男 A1高男 A1高男 A1 A2A2A2A2 B1B1B1B1 B2B2B2B2 C1C1C1C1

F3F3F3F3

F1F1F1F1

E2E2E2E2 高女 A3高女 A3高女 A3高女 A3 B3B3B3B3 C3C3C3C3 D3D3D3D3 E3E3E3E3

G2G2G2G2 H2H2H2H2

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。

低女 A2低女 A2低女 A2低女 A2 B1B1B1B1 B2B2B2B2 C1C1C1C1 D1D1D1D1 E1E1E1E1 高女 A2高女 A2高女 A2高女 A2 B2B2B2B2

8:308:308:308:30
小学生団体のベンチには、該当の試合にエントリーした人数のみ着席すること。監督、コーチ1名・女子5名・男子4名まで。小学生団体のベンチには、該当の試合にエントリーした人数のみ着席すること。監督、コーチ1名・女子5名・男子4名まで。小学生団体のベンチには、該当の試合にエントリーした人数のみ着席すること。監督、コーチ1名・女子5名・男子4名まで。小学生団体のベンチには、該当の試合にエントリーした人数のみ着席すること。監督、コーチ1名・女子5名・男子4名まで。

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。

小学生男子団体の入場は12：00より。1，2列目のオーダーは、12：30までに提出すること。小学生男子団体の入場は12：00より。1，2列目のオーダーは、12：30までに提出すること。小学生男子団体の入場は12：00より。1，2列目のオーダーは、12：30までに提出すること。小学生男子団体の入場は12：00より。1，2列目のオーダーは、12：30までに提出すること。

C2C2C2C2

17:1517:1517:1517:15

G1G1G1G1 H1H1H1H1 低女 A1低女 A1低女 A1低女 A1

9:459:459:459:45

13:3013:3013:3013:30

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4低女　決4低女　決4低女　決4 低女　決5低女　決5低女　決5低女　決5 高男 D1高男 D1高男 D1高男 D1

12:0012:0012:0012:00

高女 G3高女 G3高女 G3高女 G3 H3H3H3H3 低女 C3低女 C3低女 C3低女 C3 D3D3D3D3

中女 表彰中女 表彰中女 表彰中女 表彰

中男 表彰中男 表彰中男 表彰中男 表彰

9:009:009:009:00

高女 A1高女 A1高女 A1高女 A1 B1B1B1B1 C1C1C1C1 D1D1D1D1 E1E1E1E1

低女 A3低女 A3低女 A3低女 A3 A4A4A4A4 B3B3B3B3 B4B4B4B4

10:3010:3010:3010:30

高女 D2高女 D2高女 D2高女 D2 E2E2E2E2 F2F2F2F2

E3E3E3E3 高女　決1高女　決1高女　決1高女　決1



①①①① ③③③③ ①①①① ③③③③ ①①①① ③③③③

①①①① ③③③③ ①①①① ③③③③ ①①①① ③③③③

団名団名団名団名
はシングルスが棄権のチームである。はシングルスが棄権のチームである。はシングルスが棄権のチームである。はシングルスが棄権のチームである。

①①①① ③③③③ ①①①① ③③③③ *　決勝トーナメントは、予選上位*　決勝トーナメントは、予選上位*　決勝トーナメントは、予選上位*　決勝トーナメントは、予選上位
四角形２組、三角形１組四角形２組、三角形１組四角形２組、三角形１組四角形２組、三角形１組

2 3 5 6

11 ②②②② 14 ②②②② 17 ②②②②

DDDD

舞鶴ｼﾞｭﾆｱ舞鶴ｼﾞｭﾆｱ舞鶴ｼﾞｭﾆｱ舞鶴ｼﾞｭﾆｱ

EEEE FFFF

AAAA HHHHGGGG

④④④④

⑥⑥⑥⑥

20 ②②②② 23 ②②②②21 24

GGGG HHHH

西陵校区西陵校区西陵校区西陵校区

DDDDCCCC

③③③③

武アクア武アクア武アクア武アクア

決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント

玉  江玉  江玉  江玉  江 伊 集 院伊 集 院伊 集 院伊 集 院

①①①①

⑤⑤⑤⑤

②②②②

⑦⑦⑦⑦

BBBB FFFFEEEE

伊　敷伊　敷伊　敷伊　敷 北  葉北  葉北  葉北  葉

神山ねじめ神山ねじめ神山ねじめ神山ねじめ 吉  野吉  野吉  野吉  野

伊 敷 台伊 敷 台伊 敷 台伊 敷 台 花  野花  野花  野花  野 武 岡 台武 岡 台武 岡 台武 岡 台 桜 丘 西桜 丘 西桜 丘 西桜 丘 西

19 22

吉 野 東吉 野 東吉 野 東吉 野 東

12 15

ｼｬﾄﾙ国分ｼｬﾄﾙ国分ｼｬﾄﾙ国分ｼｬﾄﾙ国分

10 13

18

16

小学生　高学年女子の部

坂  元坂  元坂  元坂  元 西  原西  原西  原西  原 中  山中  山中  山中  山

1 4 7

（複・複・単）

9

田  上田  上田  上田  上南南南南

西  田西  田西  田西  田

清  和清  和清  和清  和 原  良原  良原  良原  良

AAAA

②②②② ②②②② 8 ②②②②

BBBB CCCC

大 明 丘大 明 丘大 明 丘大 明 丘



1 3 5 7

①①①① ③③③③

4 2 8 6

①①①① ③③③③ ①①①① ③③③③

団名団名団名団名
はシングルスが棄権のチームである。はシングルスが棄権のチームである。はシングルスが棄権のチームである。はシングルスが棄権のチームである。

*　決勝トーナメントは、予選上位*　決勝トーナメントは、予選上位*　決勝トーナメントは、予選上位*　決勝トーナメントは、予選上位
四角形２組、三角形１組四角形２組、三角形１組四角形２組、三角形１組四角形２組、三角形１組

    

③③③③

A2A2A2A2 B1B1B1B1

吉  野吉  野吉  野吉  野 清  和清  和清  和清  和

①①①① ②②②②

伊 敷 台伊 敷 台伊 敷 台伊 敷 台 高 千 穂高 千 穂高 千 穂高 千 穂

①①①① ②②②②

決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント

⑥⑥⑥⑥

④④④④

②②②②

DDDD EEEEA1A1A1A1 B2B2B2B2 CCCC

⑤⑤⑤⑤

①①①①

原　良原　良原　良原　良 伊 集 院伊 集 院伊 集 院伊 集 院 大 明 丘大 明 丘大 明 丘大 明 丘 西陵校区西陵校区西陵校区西陵校区

13 ②②②② 14 16 ②②②② 17

DDDD EEEE

12 15

神山ねじめ神山ねじめ神山ねじめ神山ねじめ 武 岡 台武 岡 台武 岡 台武 岡 台

AAAA BBBB CCCC

中  山中  山中  山中  山 坂  元坂  元坂  元坂  元

②②②② 11

花  野花  野花  野花  野 舞鶴ｼﾞｭﾆｱ舞鶴ｼﾞｭﾆｱ舞鶴ｼﾞｭﾆｱ舞鶴ｼﾞｭﾆｱ 桜 丘 西桜 丘 西桜 丘 西桜 丘 西 西  田西  田西  田西  田

④④④④ ④④④④ 10

小学生　低学年女子の部
（複・複・単）

吉 野 東吉 野 東吉 野 東吉 野 東

③③③③ ③③③③ 9



1 3 5 7

①①①① ③③③③

4 2 8 6

①①①① ③③③③ ①①①① ③③③③ ①①①① ③③③③

団名団名団名団名 は第２シングルスがは第２シングルスがは第２シングルスがは第２シングルスが
棄権のチームである。棄権のチームである。棄権のチームである。棄権のチームである。

*　決勝トーナメントは、予選上位*　決勝トーナメントは、予選上位*　決勝トーナメントは、予選上位*　決勝トーナメントは、予選上位
四角形２組、三角形１組四角形２組、三角形１組四角形２組、三角形１組四角形２組、三角形１組

吉 野 東吉 野 東吉 野 東吉 野 東 伊　敷伊　敷伊　敷伊　敷 西陵校区西陵校区西陵校区西陵校区

10 ②②②② 11

大 明 丘大 明 丘大 明 丘大 明 丘 中  山中  山中  山中  山

B2B2B2B2 A2A2A2A2

④④④④

B1B1B1B1

⑦⑦⑦⑦

⑤⑤⑤⑤ ⑥⑥⑥⑥

②②②② ③③③③①①①①

DDDD EEEECCCC FFFFA1A1A1A1

20

①①①① ②②②② ①①①① ②②②②

桜 丘 西桜 丘 西桜 丘 西桜 丘 西 伊 集 院伊 集 院伊 集 院伊 集 院武 岡 台武 岡 台武 岡 台武 岡 台 高 千 穂高 千 穂高 千 穂高 千 穂

決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント

16 ②②②②

④④④④ ④④④④

小学生　高学年男子の部

安　納安　納安　納安　納

③③③③ ③③③③ 9

AAAA BBBB CCCC

（複・単・単）

西  原西  原西  原西  原 田  上田  上田  上田  上 ｼｬﾄﾙ国分ｼｬﾄﾙ国分ｼｬﾄﾙ国分ｼｬﾄﾙ国分 南南南南

玉  江玉  江玉  江玉  江 清  和清  和清  和清  和

②②②②

EEEE

西  田西  田西  田西  田

15

原  良原  良原  良原  良

12

17

DDDD

②②②② 14

18

13 19

FFFF

吉  野吉  野吉  野吉  野 西 原 台西 原 台西 原 台西 原 台



1 3 5 7

①①①① ③③③③

4 2 8 6

団名団名団名団名 は第２シングルスが棄権のチームである。は第２シングルスが棄権のチームである。は第２シングルスが棄権のチームである。は第２シングルスが棄権のチームである。

*　決勝トーナメントは、予選上位*　決勝トーナメントは、予選上位*　決勝トーナメントは、予選上位*　決勝トーナメントは、予選上位
四角形２組、三角形１組四角形２組、三角形１組四角形２組、三角形１組四角形２組、三角形１組

    

A1A1A1A1 A2A2A2A2 B1B1B1B1

決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント

④④④④

①①①①

B2B2B2B2 CCCC

小学生　低学年男子の部

西  田西  田西  田西  田

③③③③ ③③③③

BBBB CCCC

9

（複・単・単）

AAAA

原  良原  良原  良原  良 吉 野 東吉 野 東吉 野 東吉 野 東

①①①① ②②②②

伊 集 院伊 集 院伊 集 院伊 集 院

高 千 穂高 千 穂高 千 穂高 千 穂

②②②②

清  和清  和清  和清  和

①①①① ②②②②

10 11

桜 丘 西桜 丘 西桜 丘 西桜 丘 西

④④④④ ④④④④ ②②②②

西陵校区西陵校区西陵校区西陵校区 安　納安　納安　納安　納武アクア武アクア武アクア武アクア 吉　野吉　野吉　野吉　野

③③③③



44

49

50

瀬戸口　莉　心 (西　　　陵)

胸　元　くらら (北　　　葉)

34

18

16

42

33

46

25 瀬　口　真　結(舞鶴ジュニア)

9

38

26

24 持　留　一　愛 (神山ねじめ)

25

19 (清　　　和) (西　　　陵) 44

江　川　愛　子

20 (伊　敷　台) (坂　　　元) 45

21 (西　　　陵) (中　　　山) 46

8 17

22 (大　明　丘) (シャトル国分) 47

23 (西　　　陵) (舞鶴ジュニア) 48

中　島　悠　邑

政　野　真　菜

若　松　歩　夢

(田　　　上) 41

15

17 (中　　　山) (伊　敷　台) 42

32

18 (吉　野　東) (JCジュニア)

潤　　　真　央

相　羽　光　咲

6

松　元　清　憐

月野木　結　衣

内　田　り　お

47

41

堂　免　遙　花16 (坂　　　元)

14

37

22

36

23

13 (北　　　葉) (舞鶴ジュニア) 38

31

30

12 (舞鶴ジュニア) (武　アクア)

5

14 (西　　　陵)

48
49

津　曲　麻　希

15 (舞鶴ジュニア) (西　　　陵) 40

安　藤　みつき

下堂薗　咲　菜

久　保　琴　音

13

11 (西　　　陵) (JCジュニア) 36

藤　崎　柑　奈

森　　　知　陽

21

瀬　尾　ひなの

多　田　絵　葉

中　本　みなみ

西　　　礼　愛

中　園　莉　佳

田　中　純　奈 32

29

8 (伊　集　院) (大　明　丘) 33

12

45

7 (玉　　　江) (明　和　中)

9 (伊　　　敷) (吉　野　東) 34

4 40

10 (　南　) (西　　　陵)

2 (伊　敷　台) (西　　　陵) 27

1 10

3 (中　　　山) (舞鶴ジュニア) 28

39

4 (安　　　納) (西　　　原) 29

11

5

山　川　藍　音

新　原　圭　都

(坂　　　元) 30

28

6 (JCジュニア)

前　田　倫　佳

富　山　夏　光

樋　口　美　彩

(舞鶴ジュニア) (伊　　　敷) 26

19 27

(神山ねじめ) 31

2

3

20

43

35

43

24

35

37

7

(西　　　陵)

金　丸　裕　香

(玉　　　江) 39

上江洲　あおい

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

1

米　元　心　優

竹　中　実々花

穂　満　俐　里

坂　下　絢　音

林　　　彩　葉

塩入谷　香　凜

坂　本　和　奏

菅　野　由　結

下　園　衣　舞

榎　田　真　紀

福　園　栞　奈

福　島　四　季

尾　上　晴　香

政　　　優　楽

長ケ原　　　凜

秋　葉　陽　菜

前　村　未　空



32 33
34

(坂　　　元)

10

11

23

8

9

29

17

16

31

15

16

17

32

33

34

35

3

19

大久保　雄　大 (神山ねじめ)

江　夏　大　貴 (西　原　台)

福　富　櫂　斗 (玉　　　江)

稲　葉　悠　人 (坂　元　台)

18

27

日　髙　大　斗 (安　　　納)

峰　元　琉之介 (田　　　上)

村　岡　翔　汰

14 前　村　優　貴 (西　　　陵) 中　野　瑛　太 (武　アクア) 31

片　浦　　　昊 (安　　　納) 28

22 26

12 吉　國　清　萌 (JCジュニア) 安　田　瑛　祐

11 池栗須　遼　汰 (神山ねじめ)

(JCジュニア) 29

13 切　原　弘　稀 (桜　丘　西) 菅　原　悠　音 (桜　丘　西) 30

25

9 下　栗　孝　介 (武　アクア) 柿　迫　龍　我 (神山ねじめ) 26

10 田　中　裕　仁 (舞鶴ジュニア) 有　谷　優　汰 (中　　　山) 27

8 万　膳　　　輝 (JCジュニア) 田　嶌　空　優 (西　　　陵)

7 15

7 樋　口　聡　馬 (玉　　　江) 横　峯　寛　斗

6 馬　場　蒼　太 (桜　丘　西)

(武　アクア) 24

6

21

14

25

21

5 山　本　龍之介 (大　明　丘) 橋　野　　　凌 (桜　丘　西) 22

5

20

28

13

24

30

4 池之迫　大　瑚 (神山ねじめ) 増　元　琉　志(シャトル国分)

田　中　　　翔 (　　南　) 23

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

18

4 12

2 日　髙　直　哉 (安　　　納) 三　宅　琉　稀 (神山ねじめ) 19

1

1 永　野　将　史 (JCジュニア) 樋　渡　康　太 (JCジュニア)

(坂　　　元) 20

2

3 髙　橋　　　凛 (中　　　山) 長　野　悠　人



高学年女子
竹　川　陽　莉⑥ 中　村　美　咲⑥ 六反田　優　音⑥ 竹　中　千　種⑤ 中　村　花　音④

大　重　眞　空⑥ 加　藤　　　葵⑥ 東　郷　咲　和⑥ 梅　田　藍　里⑥ 三　留　杏　菜⑥

﨑　山　　　涼⑤ 播　田　琴　晴⑤ 元　田　陽　菜⑤ 濵　田　穂　佳③ 﨑　山　　　凜③

村　山　あ　み⑥ 堂　地　恋　維⑥ 谷　山　陽　和⑥ 有　村　実　来⑥ 迫　　　日　向⑥

中　村　真友莉⑥

重　留　日　葵⑥ 崎　迫　杏　佳⑥ 福　元　碧　音⑤ 横　川　未　歩⑤ 佐　野　桃　香⑤

(吉野東)

堀　切　心　晴⑤ 小　濵　李　華⑤ 藏　屋　由　彩⑤ 古　野　愛　結⑤ 坂　元　香　穂⑥

吉　松　希　望⑥ 末永　　つかさ⑥ 山之口　かなう⑥ 新保　　めい香⑥

塩入谷　美　咲⑤ 塩入谷　心　美⑤ 三　本　莉　花⑤ 遠　武　美　幸⑤ 及　川　美　月③

伊　東　朱　音⑥ 山　野　桜　子⑤ 泉　　　志　穏⑤ 日　髙　杏　菜⑥

(吉野東) (安　納)

伊　達　彩　乃⑥ 瀬戸口　はるか⑥ 内　野　心　結⑤ 中　島　杏　莉⑤ 下　村　煌　奏④

服　部　楓　夏④ 江　平　美　遥④

池　野　穂　花⑥ 福　山　鈴　音⑥ 渡　井　美　妃⑥ 西　　　心　遥⑥ 渡　邊　鼓　心⑤

増　満　絢　花⑤ 久　保　芳　嘉⑤

田　尻　紗　悠⑥ 前　田　明　莉⑥ 福　元　陽南歌⑥ 楠　原　優　希⑤ 今　福　悠　珂⑤

本　田　花　音⑥ 和　田　芽　依⑥ 有　村　優　花⑤ 針　山　琉　衣⑤

(吉野東) (ｱｯﾌﾟｸｳｪﾙ）

中　野　愛美莉⑥ 吉　永　陽　菜⑥ 加　来　想　羅⑤ 小　宮　佳　子④ 右　田　優　奈③

梅　花　夕　陽② 右　田　美　紅①

中　尾　百　花⑥ 末　松　美　那⑤ 堂　免　百　華⑤ 田　邊　愛　莉④ 中　尾　穂　夏③

濵　島　　　凛③ 山　中　桜　音③

外　島　　　凜⑤ 時　任　奏　乃⑤ 山　下　虹　那⑤ 政　野　千　尋③ 坂　本　結　和③

中塩屋　心　陽③

能　勢　凜　花⑥ 渡　邊　莉　彩⑥ 石牟禮　ひまり⑥ 隈　元　千　紗⑤ 畑　中　優　花⑤

上市園　咲　彩⑤ 榊　　　実　奈④ 伊　庭　海　咲②

中　島　絢　音⑥ 中　村　美　羽⑥ 切　原　優　亜⑥ 岩　田　明香里⑥ 茶　屋　優莉奈⑥

室　屋　里　菜⑤ 加　藤　ヒスミ⑤

向　　　由　夏⑥ 上　野　彩　咲⑥ 出　口　瑛　菜⑥ 小竹山　絢　音⑥ 井　本　　　凛⑥

杉　尾　愛　莉⑤ 鮫　島　美　結⑤

内　　　優　寧⑥ 杉　木　陽菜乃⑥ 牧　　　亜麗愛⑤ 内　　　優　嘉④ 印　南　美侑華④

宇　都　優　妃⑥ 梅　木　徠　愛⑥ 西牟田　紗　英⑥ 宮　里　美　夢⑥ 湯　村　　　愛⑥

池　田　琉　壱⑤ 馬　塲　瞳　月⑤ 原　園　凜　子⑤ 福　田　紗　菜⑤ 山　本　梨　乃⑤

久留須　いよ菜⑤ 京　田　莉　子⑤ 久留須　はづ菜③ 八重山　夢　衣⑥ 桐　原　華莉那⑥

（高千穂） （高千穂）

初　瀬　芽　吹⑥ 吉　元　杏　珠⑥ 木　藤　希々花⑤ 吉　永　めぐり⑤ 吉　永　さなり⑤

清　水　ももこ④ 冨士田　結　衣④ 武　村　柚　花④ 保　坂　茉　歩③

田　中　羽　花⑥ 川　東　愛友里⑥ 山　内　彩　恵④ 今　西　結　愛④ 青　木　桃　花④

寺　原　千　華⑥ 橋　口　ゆ　い⑥ 久保田　真　央⑥ 濵　田　百　那④ 下　園　莉　愛③

瀬戸下　紗　和⑤ 福　島　　　蘭⑤ 大竹野　和　歌⑤ 大　瀬　梨　羽⑤

武　アクア

吉　野　東

吉　　　野

大　明　丘

坂　　　元

花　　　野

伊　　　敷

伊　敷　台

玉　　　江

原　　　良

西　　　田

武　岡　台

神山ねじめ

田　　　上

西　　　陵

　南　

桜　丘　西

中　　　山

清　　　和

伊　集　院

シャトル国分

北　　　葉

舞鶴ジュニア

西　　　原



低学年女子

神　薗　陽　葵③ 胸　元　　　稟② 政　　　来　楽② 豊　永　美　織② 芝　　　梨　里①

酒　匂　祐　依④ 有　木　優　真④ 田　中　柚　羽④ 加　藤　彩　葉④ 東　郷　実　和④

大　重　日　葵④ 小　屋　心　春④ 吉　田　咲　優④ 浅　江　結　愛④ 飛　田　優　花④

浦　嶋　優　愛④ 中　村　野々花④ 田　中　鈴　菜④ 堂　園　咲　陽④ 柚之原　愛　莉③

萩　原　紗　幸②

内　田　樹　里④ 山　口　心　絆④ 堂　園　真　桜④ 村　岡　奈　佳③ 福　元　華　音②

末　永　くるみ④ 山之口　かなの④ 下　田　鈴　々③ 奥　脇　佐　和③ 下　田　琴　々㋯

石　原　凜　音③ 川　邊　樹　子③ 木　村　　　夢③ 中　原　彩　恵④ 中　原　章　恵④

（安　　納） （安　　納）

谷　内　蒼　依④ 宮　原　咲　葵④ 東　　　芭　奈② 増　満　帆　花② 久木田　結　音②

前　園　望　実①

福　元　心　晴④ 上　村　心　那④ 福　田　琉　奈② 園　田　凪　彩② 迫　田　　　楓②

(アップウェル)

有　薗　心　陽④ 東　　　かんな④ 原　口　和　希② 瀬戸口　汐　莉② 櫨　木　愛　琉②

鬼塚脇　　　雫② 川　﨑　咲　恵② 山　角　璃　乃②

碩　　　希　光④ 丸　田　夏　希④ 持　増　叶　愛④ 安　樂　郁　花④ 碩　　　野　李②

切　原　優　維④ 菅　原　ひなた④ 今　村　雛　乃③ 中　島　麗　奈② 室　屋　玲　菜②

小　川　希　依②

井ノ上　亜　美④ 新　原　李　唯④ 髙　橋　　　楓④ 内　田　心　結③ 安　樂　杏　純③

田　島　穂乃香③ 髙　橋　　　稔②

長　沼　ひかり③ 池　元　美　羽③ 東　　　杏　夏② 牧　　　紅　空② 須　貝　柚　姫②

浜ノ上　柚　月①

堀　内　亜弥芽④ 朝　野　恵玲奈③ 山　本　蓮　華② 稲　村　実　央① 白　川　　　凛④

中　園　結　菜④ 東　　　友里愛③ 東　　　星　来①

上　村　咲　喜③ 中　野　心　晴③ 四　位　夏々翠③ 堀　口　來　海③ 四　位　美由姫②

上　園　若　菜②

今塩屋　友　里④ 田中　　優　花③ 下　原　咲　愛③ 長ケ原　彩　李② 中　村　結　奈①

福　園　叶　姫③ 池之迫　千　陽③ 永　吉　芽　奈③ 徳　重　な　こ①

（西原台） （西原台）

中　　　山

吉　野　東

吉　　　野

大　明　丘

坂　　　元

花　　　野

伊　敷　台

原　　　良

西　　　田

武　岡　台

西　　　陵

桜　丘　西

清　　　和

伊　集　院

高　千　穂

舞鶴ジュニア

神山ねじめ



高学年男子
泉　　　怜　志⑥ 酒　匂　　　翼⑤ 芝　　　佑　心⑤ 政　　　心　人⑤

栗　脇　大　地⑥ 今　村　大　翔⑤ 谷ノ口　虎太郎⑤ 濵　田　航　希⑤

堂　地　健　斗⑤ 永　田　雄　大⑤ ニノ方　敦　貴⑤ 大久保　太　晴⑤

古　川　陽之丞④ 宮　野　　　徹①

住　吉　蓮　史⑥ 小　嶋　昇　吾⑥ 小　嶋　竜　司⑥ 西　　　晃　史⑥

福　島　　　渉⑥ 馬　場　隆　太⑥ 久　保　佑　介⑤ 風　間　駿　佑⑤

吉　住　颯　真⑥ 飛　髙　龍　来⑤ 宮　﨑　夢　翔⑤ 伊　達　光　佑④

池　水　蒼　大④ 川　名　　　宝④

磯　部　　　陸⑤ 足　立　遥　翔⑤ 畠　中　智　暉⑤ 川　﨑　颯　馬⑤

今　村　圭　汰⑤

塩　屋　泰　希⑥ 梅　戸　尊　琉⑥ 栗　山　蒼　真⑥ 福　田　聡　史⑥

横　山　了　汰⑥ 上　村　頼　希⑤ 福　田　夢冴史⑤ 林　　　　　昊⑤

川　﨑　聡　真⑤ 中ノ上　拳志郎③ 本　田　一　颯③

田　淵　斡　馬⑥ 堂　免　一　貴③ 堂　免　太　輝③ 横　井　春　樹③

楠　元　秀　幸③

徳　永　煌　成⑥ 市　禾　悠　人⑥ 安　樂　燎　慧⑤ 前　田　笙　佑⑤

瀬　尾　虎太郎⑤

吉　田　蓮　清⑥ 榎　屋　大　雅⑥ 大　山　直　弥⑥ 渡　邊　琉　新②

隈　元　新　大② 上市園　勇　人②

梅　下　蒼　陽⑥ 有　満　悠　真⑥ 吉　村　嵩　登⑥ 吉見　　礼　央⑤

井　上　聖　琉④

内村　　真　大⑥ 稲　葉　聖　人⑥ 田　畑　琥　晴④ 上野　　航　大②

馬　場　脩　摩⑥ 池　畑　璃　音⑥ 浜ノ上　樹　一⑤ 高　城　蓮　希⑤

高　田　慎　健⑥ 稲　村　蓮　央⑤ 川　畑　翔　空⑤ 下　園　大　翔⑤

濵　元　徠　羽⑤ 牧　内　鳳　大⑤

増　元　颯　志⑤ 久　保　祥　真⑤ 田　實　清　虎③

上　村　　　想⑤ 森　　　一　颯⑤ 塚　田　凜太郎⑤ 八重山　　　想④

大久保　明　憲⑥ 中　村　剛　生⑥ 久保田　篤　生④ 白　坂　亮　太③

中　村　統　吾⑥ 赤　崎　　　翔③ 赤　崎　　　亮③ 三　宅　琉　介⑤

（神山ねじめ）

片　浦　　　耀⑤ 羽田野　希　一⑤ 野　津　珀　斗④ 山　川　遥　斗⑥

（伊敷台）

桜　丘　西

吉　野　東

吉　　　野

大　明　丘

伊　　　敷

玉　　　江

原　　　良

西　　　田

武　岡　台

田　　　上

西　　　陵

南

西　原　台

安　　　納

中　　　山

清　　　和

伊　集　院

シャトル国分

高　千　穂

西　　　原



低学年男子

池　田　隼　人④ 西　山　瑛　祐④ 林　　　虎　珀④ 六反田　優　詩④

池　田　健　人①

今　村　大　希③ 梅　田　飛　馬② 酒　匂　寿　都③ 林　　　辰　玖①

(吉野東) (吉野東)

福　山　結　斗④ 東　　　蒼　太④ 西　　　健太郎④ 小　園　啓　太④

渡　井　悠　生③ 磯　部　　　蒼②

江　口　永　真④ 平　田　志　道④ 福　田　朔　太④ 竹之内　大　和②

梅　花　篤　太④ 松　山　為　浩④ 村　岡　篤　樹③ 中　野　瑛　都①

瀬　尾　進太朗③ 前　田　晴　哉② 上玉利　　　怜② 坂　上　晴　人②

松　村　倫太郎②

肥　後　友生人④ 新　山　叶　樹④ 新　山　由　起② 吉　村　友　汰②

吉　見　侑　和㋯

増　永　翔　羽④ 米　倉　　　涼② 杉　木　陽　斗①

内　野　隼　希④ 梅　木　煌　心④ 下堂薗　侑　士④ 高　田　一　佐④

南　　　蒼　天④ 永　崎　斗士和③ 柳　元　健　吾② 湯　村　　　護①

桐　原　駆　琉④ 東　　　　　龍③ 蛭　川　陽　翔③ 岸　　　秀　樹③

大　山　楓　稀②

竹　中　理　人④ 芝　　　大　地③ 中　原　由　喜②

西　　　陵

吉　野　東

吉　　　野

原　　良

西　　　田

武　アクア

桜　丘　西

清　　　和

伊　集　院

高　千　穂

安　　　納
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