
静岡県中学校バドミントン大会
このはなアリーナ

男子シングルスの部

勝又 小川 望月 駒坂 内藤

勝又 （御殿場） ※リーグ戦の順位の決め方

小川 （富士南） （全てに共通）

望月 （錦田） ①勝ち数

駒坂 （三島北） ②直接対決の結果

内藤 （和田） ③該当選手同士の

　得失ゲーム差

女子シングルスの部 ④該当選手同士の

夏賀 山口 杉山実 　得失点差

夏賀 （青島北） ⑤リーグ内全ての

山口 （六合） 　得失ゲーム差

杉山実 （三島南） ⑥リーグ内全ての

　得失点差

大澤 杉本 藤浦 中澤 ⑦抽選

大澤 （六合）

杉本 （高洲）

藤浦 （榛原）

中澤 （金谷）

池田 西野 杉山心

池田 （六合）

西野 （青島）

杉山心 （和田）

女子決勝トーナメント

Aリーグ

Bリーグ

Cリーグ

R2.7.24

C2位 C1位 A2位 B1位A1位 B2位



表の見方 GSA1 試合番号

勝又 ー 内藤

小川 望月 駒坂 線審 主審 線審

(補助員) 得点板係 (補助員) ＝ 静岡市の補助員

1 2 3 4 5

9:30 BS1 GSA1 GSB1 GSA1 GSB1

勝又 ー 内藤 夏賀 ー 杉山実 池田 ー 杉山心 大村 ー 中山 古谷 ー 野中

小川 望月 駒坂 大澤 山口 中澤 杉本 西野 藤浦 堀池 佐藤優 八木 片岡 堺 宮岡

(補助員) (補助員) (補助員) (補助員) (補助員)

9:55 BS2 GSC1 GSC2 堀池 GSC1 GSC2

小川 ー 駒坂 大澤 ー 中澤 杉本 ー 藤浦 堀池 ー 八木 片岡 ー 宮岡

望月 勝又 内藤 山口 夏賀 杉山実 西野 池田 杉山心 佐藤優 大村 中山 堺 古谷 野中

(補助員) (補助員) (補助員) 藤原 吉村
10:20

10:30 BS3 GSA2 GSB2 GSA2 GSB2

望月 ー 内藤 山口 ー 杉山実 西野 ー 杉山心 佐藤優 ー 中山 堺 ー 野中

勝又 小川 駒坂 大澤 (補助員) 藤浦 杉本 (補助員) 中澤 堀池 大村 宮岡 片岡 古谷 八木

(補助員) 夏賀 池田

10:55 BS4 GSC3 GSC4 GSC3 GSC4

勝又 ー 駒坂 大澤 ー 藤浦 杉本 ー 中澤 堀池 ー 宮岡 片岡 ー 八木

小川 内藤 望月 夏賀 杉山実 山口 池田 杉山心 西野 大村 中山 佐藤優 古谷 野中 堺

(補助員) (補助員) (補助員)

11:20

11;30 BS5 GSA3 GSB3 GSA3 GSB3

小川 ー 望月 夏賀 ー 山口 池田 ー 西野 大村 ー 佐藤優 古谷 ー 堺

駒坂 (補助員) 内藤 大澤 (補助員) 杉本 藤浦 (補助員) 中澤 堀池 中山 片岡 宮岡 野中 八木

勝又 杉山実 杉山心

11:55 BS6 GSC5 GSC6 GSC5 GSC6

駒坂 ー 内藤 大澤 ー 杉本 藤浦 ー 中澤 堀池 ー 片岡 宮岡 ー 八木

勝又 (補助員) 望月 夏賀 (補助員) 杉山実 池田 (補助員) 杉山心 大村 佐藤優 中山 古谷 堺 野中

小川 山口 西野

12:20

13:00 BS7 GST1 GST2 GST1

勝又 ー 望月 B2位 ー C2位 C1位 ー A2位 D1位 ー E1位

小川 駒坂 内藤 A3位 A1位 A4位 B3位 B1位 C3位 A3位 C4位 B3位

(補助員) (補助員) (補助員) C3位

13:25 BS8 GST3 GST4 GST3

小川 ー 内藤 A1位 ー T1勝 B1位 ー T2勝 A1位 ー T1勝

望月 (補助員) 駒坂 A3位 (補助員) B3位 A4位 (補助員) C3位 A3位 T1負 D3位

勝又 T1負 T2負 C4位
13:50

14:00 BS9 GST5 GST5

望月 ー 駒坂 T3勝 ー T4勝 T3勝 ー T4勝

勝又 (補助員) 小川 T1負 T4負 T2負 T3負 F3位 T4負

内藤 T3負 C3位

14:25 BS10

勝又 ー 小川

望月 (補助員) 内藤

駒坂

15:00

○ 試合はコート固定・審判指名制で行います。

○ 時間は目安です。この時間になった時点でコートが空いていれば試合開始

まだ試合中の場合は試合終了後、速やかに次の試合を行います。

○ 換気時間も目安です。全てのコートが試合が終わったときから１０分間、換気を行います。

そのため、換気後の試合開始時間もずれていく可能性があります。

○ 昼食後、午後の開始時間は、午前の試合がよほど長引かない限り、１３時から開始とします。
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