
令和４年度 岐阜県中学生バドミントン選手権大会（複） 

大会参加における連絡事項 

【はじめに】 

 平素より岐阜県バドミントン協会事業に対してご理解とご協力を賜り厚く感謝申し上げます。 

競技開催に向けて以下のような措置にご協力とご理解をよろしくお願い致します。 

 

【１】参加選手の中学校名および選手名の確認のお願い 

シングルス大会に引き続き、多数の参加ありがとうございます。女子９９組・男子７７組の参加申し込みをい

ただきました。主務者が参加申込書を確認しながら、選手名簿を作成しましたが、ヒューマンエラーもありえま

すので、中学校名と選手名の間違いがないか、ご確認よろしくお願い致します。もし、間違いがあれば主務者（平

池のメール）までご連絡ください。名簿は別紙を確認してください。※５月２１日（土）１２：００までに、ご

確認よろしくお願い致します。 

 

【２】当日の運営に関わる役員及び生徒について 

運営に関わる役員について 

以下の先生方に本大会の役員派遣をさせていただき、当日の運営にご協力ください。 

(運営役員は引率者の人数には含めない) 

６月１２日（日）の集合時間は 8 時までに体育館前に集合してください。 

中学校名 氏名 

岐阜市立岐北中学校 平池直哉 

下呂市立萩原南中学校 古谷卓也先生 

大垣市立北中学校 大橋擁太郎先生 

郡上市立八幡中学校 粥川文恵先生 

岐阜市立長良中学校 川久保智子先生 

養老町立高田中学校 山田竜巳先生 

岐阜市立本荘中学校 齋藤圭佑先生 

大垣市立北中学校 選手の皆さん 

池田町立池田中学校 選手の皆さん 

※運営協力していただける方が見えましたら、主務者までご連絡ください。 

 

【３】参加校大会引率者について 

本大会もコロナ禍での開催になりますので、各校の大会引率者を『１名』とさせていただきます。 

引率者については、学校の実態を加味したうえで、選手がケガや病気、トラブルになった際の対応ができる方で

お願い致します。 

※先日の大会では、大会途中で引率者が入れ替わる中学校さんが見えましたが、引率者の入れ替えは認めていま

せんので、終日引率者は『１名』でお願い致します。 

 引率者のルールが守れていない各務原市の中学校がありましたので、もしルールが守れない学校さんがありま

したら、今後の協会の大会についての参加は見合わせていただくようにお願い致します。 

 

 



【４】競技の流れについて 

 大会に関わる人数を最小人数にしていきたいので、以下の大会運営を各学校でリハーサルしていただき、大会

の臨むようによろしくお願い致します。組み合わせについては、後日連絡します。 

【競技の流れ】 

※基本的の全試合２１点１ゲームで進行します。 

※敗退した選手は館内から退出し、帰宅できるようにしてください。 

※選手招集は行いません。放送を聞いて、試合コートに入れるようにしてください。 

組み合わせ例 

 

 

 

 

 

 

①組み合わせ例の試合番号１・３番が１コートに同時に入ります。 

 (１)１コート付近に試合番号４・５番の選手は待機する。 

②試合番号１番の選手が試合を行います。その際の審判は試合番号３番の選手が行います。 

③試合番号１番の試合が終了後、同コートに試合番号３番の選手が試合を行う。その際の審判は試合番号１番の

選手が行います。 

④試合番号３番の試合終了後、フロアから退出する。その際にスコアシートを提出する。 

⑤前の試合終了後、１コートで試合番号４番の試合を行います。その際の審判は試合番号５番の選手が行います。 

⑥試合番号４番の試合が終了後、同コートに試合番号５番の選手が試合を行う。その際の審判は試合番号４番の

選手が行います。 

この試合の流れを準決勝まで、行います。準決勝で敗退した選手は決勝の審判も行ってもらいます。 

 

【５】会場近辺のマナー及び駐車・停車のお願い 

 毎年、山県市総合体育館を使用しての大会運営の際に一番苦慮していることは会場近辺の使用及び駐車・停車

についてです。度々、近隣住民の方からご連絡をいただき、対応しています。今年度はマナー違反がないように

皆さんのご協力よろしくお願い致します。 

以下の４点の内容を周知徹底していただき、全関係者の方に守っていただけるようにお願い致します。 

① 会場近辺でのアップや羽打ち等は行わない。※外では静かに過ごしましょう。 

② 引率責任者の駐車は第２駐車場・第３駐車場・第５駐車場に止めてください。 

※体育館正面駐車場は役員のみの駐車になります。 

③ 体育館周りの道路や住宅地前の道路で停車し、選手や荷下ろしはしないでください。選手や荷下ろしをする

際には第２駐車場・第３駐車場・第５駐車場でお願い致します。 

 大変申し訳ございませんが、マナーが守れない学校さんは出場資格について検討させていただきます。 

④ 事前に駐車場の位置は HP 等で確認してから、大会参加してください。 

【６】大会開催中のお願いについて 

◎大会開催中は基本マスク着用でお願い致します。試合時のみ、マスクを外して試合してもよい。 

◎会場での飲食は認められていません。飲食をしたい場合は会場の外にでて行ってください。試合時の水分補給

は認められています。 

 



【７】今後の協会主催の中学生大会に関わる連絡について 

 今後、協会の大会及び岐阜県大会以上の中体連関係のご質問がある場合は、以下のようにお願い致します。 

①メールにて平池に連絡する。その際に、質問したい内容と携帯番号の記載をしてください。 

②連絡を受けとった主務者がメール又は電話連絡で対応します。 

※主務者の通常業務もありますので、連絡する時間帯指定はできません。 

k1014410@gmail.com（平池） 

 

令和４年度 岐阜県中学生バドミントン選手県大会(複)参加名簿 
男子参加名簿 

※確認事項 ①学校名・選手名の記載間違い ②選手記載漏れ 

学校名 名前 学校名 名前 

西部中 松井・磯輪 笠松中 野口・清水 

岐阜西中 和田・大屋 笠松中 岡崎・辻 

岐阜西中 石田・近藤 大野中 永井・松岡 

岐北中 澤頭・池田 大野中 小森・永井 

岐北中 神山・水谷 本荘中 坂本・一柳 

羽島中 山本・長屋 本荘中 服部・原山 

池田中 水上・野原 各中央中 神田・林 

池田中 勝野・河瀬 穂積中 岩月・三浦 

池田中 遠藤・川島 穂積中 黒田・加藤 

池田中 小寺・西科 川島中 秋田谷・森 

池田中 淺野・髙田 川島中 野田・小川 

桜丘中 伊藤・上村 大垣東中 淺野・三摩 

桜丘中 加納・岩﨑 大垣東中 馬渕・宮脇 

大垣北中 鈴木・小川 美濃加茂東 牛丸・山本 

大垣北中 義盛・石井 緑ヶ丘中 市川・藤城 

大垣北中 安田・倉橋 緑ヶ丘中 加納・河合 

笠原中 伊藤・中嶋 恵那西中 櫻井・鈴木 

笠原中 佐分利・水野 美濃中 中山・河合 

松倉中 砂田・桐間 真正中 國枝・大塚 

松倉中 田中・都竹 真正中 山河・松浦 

糸貫中 石原・立木 高富中 杉山・古村 

境川中 古田・勝山 高富中 鷲見・野村 

境川中 鷲見・中本 帝京可児中 山田・佐々木 

境川中 浅井・鴨下 日枝中 木村・下田 

境川中 北條・安藤 日枝中 吉村・長田 

川辺中 新藤・岩田 荘川中 道下・荒川 

川辺中 樋口・園川 岐南中 後藤・大塚 

那加中 山田・畠山 岐南中 武仲・小林 
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那加中 中村・伊藤 岐南中 安田・松木 

那加中 青山・牧田 北陵中 加藤・板倉 

赤坂中 安田・上野 北陵中 武山・塚本 

赤坂中 石田・柳詰 加納中 塩谷・早野 

東長良中 関谷・川村 鵜沼中 早川・長縄 

東長良中 若山・藤根 鵜沼中 小川・井谷 

神戸中 末・後藤 星和中 髙橋・箕浦 

神戸中 峠・佐藤 星和中 林・松山 

長良中 伊藤・森 不破中 齋藤・水野 

長良中 若山・片山 八幡中 大畑・髙原 

  八幡中 鈴木・穴澤 

 

令和４年度 岐阜県中学生バドミントン選手県大会(複)参加名簿 
女子参加名簿 

※確認事項 ①学校名・選手名の記載間違い ②選手記載漏れ 

学校名 名前 学校名 名前 

西部中 甲林・亀石 桜丘中 横山・元島 

西部中 宇納・奥田 桜丘中 八木沼・大西 

西部中 神原・平松 大垣北中 中山・大迫 

陶都中 荒井・村松 大垣北中 佐藤・淵上 

多治見中 吉川・河合 大垣北中 河合・栗田 

多治見中 髙原・伊藤 大垣北中 松下・秋田 

岐北中 玉木・野々村 大垣北中 山下・横山 

岐北中 長屋・横山 笠原中 黒瀧・水野 

岩野田中 福田・白木 松倉中 奥原・下嶋 

岐阜西中 小林・山田 糸貫中 安藤・伊藤 

精華中 永田・舘 糸貫中 西垣愛・西垣乃 

精華中 鈴木・子林 清流中 宇野・横井 

朝日中 石原・木戸脇 蘇原中 小林・長縄 

朝日中 中村・阿部 蘇原中 野村・古川 

中山中 清水・松田 境川中 奥村・長野 

中山中 小倉・渡邊 境川中 山岸・浅井 

池田中 加藤・横山 川辺中 井戸・加藤 

池田中 久保田・清水 川辺中 柘植・浅野 

池田中 林・中田 大垣南中 松原・中島 

北方中 稲川・吉井 大垣南中 梅田・野村 

北方中 吉井・林 穂積中 掛川・岡本 

小金田中 森・山田 穂積中 森・髙橋 

長森中 國島光・國島虹 川島中 山田・尾関 



長森中 尾関・森 川島中 藤原・内田 

那加中 中島・林 大垣東中 淺野・山田 

那加中 福田・関谷 大垣東中 林・山口 

赤坂中 酒向・平井 美濃加茂東 糸井川・大島 

赤坂中 宮島・田中 美濃加茂東 日比野・山口 

東長良中 西川・小森 清見中 下小家空・下小家沙 

東長良中 安藤・杉山 恵那西中 永谷・水野 

神戸中 佐伯・宇野 恵那西中 加川・纐纈 

神戸中 橋本・安田 真正中 佐藤・後藤 

笠松中 深田・廣瀬 真正中 林・吉田 

笠松中 伊佐治・中村 高富中 長屋・松下 

本荘中 小谷・野々村 高富中 大橋・見﨑 

本荘中 大川・浜田 帝京可児中 源嶋・小久保 

大野中 伊藤・大野 日枝中 桂川・西尾 

大野中 大久保・楠 日枝中 岡谷・大川 

各中央中 藤田・西村 荘川中 田口・遠所 

各中央中 山口・堀江 荘川中 三島・水尻 

加納中 髙橋・安田 岐南中 山田・竹島 

加納中 水野・苅田 岐南中 岡田・武仲 

鵜沼中 鈴木・左髙 岐南中 金森・河田 

鵜沼中 朝日・長尾 北陵中 大隅・伊佐治 

鵜沼中 林下・佐治 八幡西中 藤田・倉 

不破中 髙木・藤墳 星和中 藤野・川瀬 

不破中 松岡・藤塚 星和中 草野・戸川 

不破中 山田・木本 長良中 水野・神谷 

八幡中 青木・矢野原 長良中 川田・棚橋 

八幡中 吉田・谷口   

 

 


