


              第５回上越ジュニアオープンバドミントン大会 
                      ２０１９／１／２０ 

開  会  式 
               1. 選手整列 

              2. 開式宣言 

3. 会長挨拶        高山 純一 

              4. 競技及び審判上の注意  横田 幸治 

              5. 選手宣誓        直江津ＪＢＣ 

                       （朝倉将太・小林永知） 

6. 閉式宣言 

7. 選手退場 

 

大 会 役 員 
会     長      高山 純一 

副  会  長      有坂 正一 

           宮島 正一 

           小松 一郎 

理  事  長      牛木 孝 

副 理 事 長      嶋田 優 

役     員      渡辺 一司  五十嵐 孝信 

           関口 信夫  平塚 貴子 

           横田 幸治 

競 技 役 員 
競 技 役 員 長      吉田 誠 

総 務 部 長      寺島 忠 

競技審判 部 長      岡田 和也 

委   員      松永 信宏 

委   員      渡邊 正美 

委   員      支部協会委員 

進行／記録 上越市ジュニアバドミントン連盟 



競技・審判上の注意事項について  第５回上越ｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝ大会 2019/1/20 
１ 本大会は、平成 30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 競技方法：今回は上位トーナメントと下位トーナメントとします。 

選手は、先ず上位トーナメントで対戦し、初戦の敗者だけが下位トーナメントへ進むこととし

ます。 

３ コートは流し込み方式で行います。 

選手は、招集番号を表示しますので、選手招集所へ集合してください。 

４ ポイントは、上位トーナメントは準々決勝以上正規ポイント、それ以外は 15 点 3 ゲームマッ

チとします。男女小学生２年生以下は１５点３ゲームマッチとします。 

下位トーナメントは、男女小学生２年生以下１５点１ゲームマッチそれ以外は２１点１ゲーム

マッチとします。 

１５点ゲームは、１４点オールになった場合その後に２点リードしたサイドを勝者とします。

スコアが２０点オールになった場合には２１点目を得点したサイドを勝者とします。 

５ ゲーム間のインターバルは、正規ポイントの場合は 120秒以内、15点ゲームの場合は 60秒 

以内とします。ゲーム中のインターバルは、正規ポイントの場合のみとします。 

下位トーナメントはインターバルなしとします。 

６ ファイナルゲームでは、正規ポイントの場合は 11点、15点ゲームの場合は 8点取った時に 

チェンジエンズを行います。下位トーナメントも同様とします。 

７ 試合が連続する場合は、原則として１０分間程度の間隔を空けます。 

８ ベンチに入ることができる者は、2名以内とします。 

９ 競技中の選手に対してのアドバイスは、正規ルールどおりとします。 

試合の進行の妨げになるようなアドバイス、インプレー中のアドバイスは禁止です。 

インプレー中のコーチ席の移動も禁止です。 

10 選手はいかなることがあっても、体力の回復を図るためにプレーを中断してはなりません。 

汗拭き、シューズひもの締め直し、水分補給などのため、プレーを中断する場合は、必ず 

主審の許可をもらってからすみやかに行って下さい。 

11 コートサイドへ持参する水分補給用容器は倒れてもこぼれないものを使用してください。 

12 主審・線審２人の３審制で行います。 

13 ゲーム後、選手はコートに残って線審（勝者）と得点係（敗者）をお願いします。 

選手が小学 2年生以下の場合、所属チームの保護者・指導者が代わってお願いします。 

その他の注意事項について 
１ 競技中の服装は、(公財)日本バドミントン協会の審査合格品とし、背面には｢チーム名、氏名｣ 

のみを表示してください。 

２ 

 

コーチは、試合にふさわしい服装で臨むこと。なるべく選手と同じような服装とし、バドミン 

トンシューズを着用。サンダル・スリッパ・裸足は禁止します。 

３ 監督・コーチは、コートまたはコート周辺で携帯電話を利用しないこと。 

また、モバイル機器を用いた試合中のアドバイスやコーチングを禁じます。 

４ 持ち物は、各自で責任を持って管理・保管してください。紛失、破損等の事故があっても 

主催者は責任を負いません。 

５ 競技中の事故については、主催者は責任を負いませんが、傷害保険に加入していますので、 

ケガをした場合は、大会申込先（太田）まで連絡してください。 

６ ゴミは原則として持ち帰ってください。 

７ ロビーや通路での練習(素振り･シャトル打)は絶対にしないでください。 

８ 競技中のフラッシュ撮影は、プレーへの妨げとなりますので禁止します。 

９ 選手に、内履き・外履きの区別をはっきりするように指導してください。 

               以上 



 
 

№ 1～№30 15点 3ゲーム

№31～№37 21点 3ゲーム
男子中学生シングルス
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佐々木 向 ２（柏崎Ｊｒ）

小竹 大陸 ２ （シャイニングロード）

上原 蓮音 １（ 板 倉 中 ）

高野 大和 １ （長岡大島Ｊｒ）

伊藤 悠成 １（板倉ＢＣ）

白砂 尚哉 １（ 板 倉 中 ）

大橋 京太 １（ 直 江 津 ）

金子 大幹 １ （中野島ＪＢＣ）

青木 佐曉 ２（ 板 倉 中 ）

嶋田 有馬 ２（ラブオール）

池野 祐 ２ （中野島ＪＢＣ）

星野 碧海 ２（ 板 倉 中 ）

小林 永知 ３（ 直 江 津 ）

山岸 侑矢 １（臥龍Ｊｒ．）

村山 武 １（新発田スポ）

田中 陽輝 ２（ 板 倉 中 ）

酒井 宣聡 １ （中野島ＪＢＣ）

吉田 結人 １（ 板 倉 中 ）

茂田井 大空 ２（柏崎Ｊｒ）

清水 翔太 ２（ 直 江 津 ）

長谷川 惠風 ２ （中野島ＪＢＣ）

宮嶋 琉衣 ２（Ｓアップル）

丸山 光琉 ２ （ミンピーベーサー）

棚田 羚央 １（ 板 倉 中 ）

新井 つばさ １（ 板 倉 中 ）

仲林 星隼 ３（ラブオール）

中村 大和 １（栃尾Ｊｒ）

大島 悠仁 １（ 直 江 津 ）

折笠 優樹 ２（新発田スポ）

吉田 和磨 ２（ 板 倉 中 ）

朝倉 将太 ３（ 直 江 津 ）

齊川 優成 １（ 板 倉 中 ）

水澤 柊佑 ２ （ＳＳモンキー）

永岡 尚磨 １ （あわらＢ－ｋｉｄｓ）

瀧澤 松一朗 ２ （中野島ＪＢＣ）

根立 宙斗 ２ （シャイニングロード）

古海 結人 １（ 板 倉 中 ）

堀内 大悟 ２（ 直 江 津 ）



 
 

№ 1～№40 15点 3ゲーム

№41～№47 21点 3ゲーム

女子中学生シングルス
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加藤 千聖 ２（ 笹 神 中 ）

藤本 伊吹 ２（Ｓアップル）

五十嵐 蒼 １ （あわらＢ－ｋｉｄｓ）

大瀬 杏 ２（ラブオール）

丸山 悠乃 １（ 板 倉 中 ）

茅原 愛美 １（自由の翼）

塩嶋 優羽 ２（ つ ば さ ）

植木 奈未 ２ （シャイニングロード）

大倉 有夢 １（宮浦ＢＳ）

本間 魅美 １（栃尾Ｊｒ）

渡辺 照葉 ２（ラブオール）

水澤 佑月 １ （ＳＳモンキー）

佐野 愛実花 １（栃尾Ｊｒ）

東城 希美 １（ラブオール）

小池 一歩 ２（ 水 原 中 ）

末武 柑菜 １ （シャイニングロード）

山賀 千咲 ２（ 笹 神 中 ）

髙橋 美華 １（自由の翼）

池田 菜々 １（Ｓアップル）

安永 朱夏 １ （シャイニングロード）

丸山 結愛 １（ つ ば さ ）

日比 陽菜 １（ 板 倉 中 ）

斎藤 圓夏 １ （ＳＳモンキー）

押見 綾奈 ３（柏崎東中）

山口 緩流 ３（富山南Ｊｒ）

内山 琉那 ２（ つ ば さ ）

渡辺 楓永 ２（新発田スポ）

小池 日葵 ２ （シャイニングロード）

大利 優花 ２（自由の翼）

東城 美咲 ２（ラブオール）

中村 有結 １（臥龍Ｊｒ．）

伊藤 桜羽 １ （あわらＢ－ｋｉｄｓ）

大口 珠由 １ （シャイニングロード）

若杉 未羽 ２（栃尾Ｊｒ）

福澤 由衣奈 １（Ｓアップル）

島谷 明日香 ２（柏崎東中）

小林 美羽 ２（ラブオール）

丸山 由衣 １（越路ＪＢＣ）

山本 鈴華 １（Ｓアップル）

長谷川 茉穂 １ （シャイニングロード）

小島 暖那 ２（ 板 倉 中 ）

矢澤 なおみ ２（自由の翼）

神谷 美寛 １ （あわらＢ－ｋｉｄｓ）

大瀬 葵 ２（ラブオール）

池田 優希 １（ 笹 神 中 ）

酒井 遥菜 １（栃尾Ｊｒ）

田村 穂香 １ （シャイニングロード）

宇賀田 美琴 ２（ つ ば さ ）



 
 

№ 1～№43 15点 3ゲーム

№44～№40 21点 3ゲーム
男子小学６年生以下シングルス
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小林 大晟 ６（柏崎Ｊｒ）

小林 賢吾 ６（ヴァルト）

丸山 莉玖 ６ （ミンピーベーサー）

阿部 優心 ５（柏崎半田）

浜屋 充蔵 ６（魚津Ｊｒ）

山本 橙采 ６（中野Ｊｒ）

斎藤 大輔 ６（ 十 日 町 ）

中山 煌太 ６（柏崎半田）

土田 斗舞 ５（越路ＪＢＣ）

古住 瑠夷 ６（板倉ＢＣ）

関 宥人 ５（Ｓアップル）

山田 瑛心 ６（ つ ば さ ）

藤澤 俊希 ５（中野Ｊｒ）

山口 慎矢 ５ （中野島ＪＢＣ）

海野 煌介 ６（魚津Ｊｒ）

星 慶吾 ６（江陽Ｊｒ）

川原 応太 ５（ラブオール）

村山 歩夢 ６（田尻育成会）

親松 謙五 ６ （長岡大島Ｊｒ）

芳賀 凜成 ５ （ミンピーベーサー）

両角 楓矢 ５（Ｓアップル）

山田 然太 ６（ 十 日 町 ）

片山 礼緒 ６（板倉ＢＣ）

高橋 里空 ５ （中野島ＪＢＣ）

木山 潤 ６ （横田ＢＪｒＣ）

長部 遥人 ６ （長岡大島Ｊｒ）

高橋 優希 ５ （ミンピーベーサー）

増田 和士 ５（魚津Ｊｒ）

清水 晴翔 ６（板倉ＢＣ）

小山 竜河 ６（やすづか）

佐藤 悠 ５（柏崎半田）

垣内 瑠心 ６（臥龍Ｊｒ．）

佐藤 大修 ５（宮浦ＢＳ）

茂田井 大翔 ５（柏崎半田）

斉藤 爽太 ５（ラブオール）

山崎 煌夏 ６（板倉ＢＣ）

中木 葵唯 ５（魚津Ｊｒ）

清水 滉太 ５（Ｓアップル）

伏見 陸 ６ （長岡大島Ｊｒ）

小池 快生 ６（柏崎半田）

伊藤 俊輔 ６（宮浦ＢＳ）

竹部 楽生 ５（越路ＪＢＣ）

河村 奏太 ６（魚津Ｊｒ）

保坂 陵斗 ６（Ｓアップル）

竹内 悠人 ６（魚津Ｊｒ）

佐藤 泰士 ６ （長岡大島Ｊｒ）

富岡 潤太 ５（Ｓアップル）

植木 徠羽 ５（田尻育成会）

小林 悠也 ６（ヴァルト）

瀧澤 裕太 ５ （中野島ＪＢＣ）

八木澤 賢翼 ５（宇都宮中央）



 
 

№ 1～№68 15点 3ゲーム

№69～№75 21点 3ゲーム
女子小学６年生以下シングルス
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山口 稟 ６（富山南Ｊｒ）

米山 陽菜 ６（越路ＪＢＣ）

吉原 幸来 ６（ヴァルト）

出川 胡実 ５（中野Ｊｒ）

八子 友香 ５ （長岡大島Ｊｒ）

金子 美優 ５（越路ＪＢＣ）

曽根 香凜 ６（ 十 日 町 ）

飯野 葵衣 ６（ 直 江 津 ）

佐藤 万笑 ６（柏崎Ｊｒ）

内田 理音来 ５（柏崎Ｊｒ）

佐野 杏実 ５（中野Ｊｒ）

亀井 優来 ６ （中野島ＪＢＣ）

登坂 茉莉恵 ６（ 直 江 津 ）

中島 空乃 ５（臥龍Ｊｒ．）

坂井 琴音 ５（宮浦ＢＳ）

傳田 麻織 ６（Ｓアップル）

立田 杏樹 ５ （あわらＢ－ｋｉｄｓ）

小島 杏那 ５（板倉ＢＣ）

五十嵐 咲彩 ５（柏崎Ｊｒ）

保志 向葵 ６ （須賀川ＪｒＳＣ）

内山 千紗乃 ５（柏崎半田）

米田 惟珠 ５（魚津Ｊｒ）

佐藤 美月 ６ （刈羽ＪｒＢＣ）

川原 朱琳 ５（ラブオール）

飯村 杏梨 ６（魚津Ｊｒ）

小林 朋叶 ６ （刈羽ＪｒＢＣ）

藤澤 明華 ５（ 直 江 津 ）

藤田 真緒 ６ （あわらＢ－ｋｉｄｓ）

若杉 美和 ６ （中野島ＪＢＣ）

本間 海魅 ６（栃尾Ｊｒ）

八木 七津葉 ５（ラブオール）

藤沢 奈七 ６（越路ＪＢＣ）

内山 七海 ６（Ｓアップル）

内藤 葵 ５（越路ＪＢＣ）

坂口 楓 ６（臥龍Ｊｒ．）

新宮 里心 ５（ 直 江 津 ）

米山 日菜 ５（越路ＪＢＣ）

武居 花音 ６（柏崎Ｊｒ）

佐藤 華笑 ６（柏崎Ｊｒ）

内山 彩瑠 ６（ 直 江 津 ）

猪又 らな ６（ラブオール）

須田 詩菜 ６（田尻育成会）

土山 結万 ５（Ｓアップル）

加藤 舞華 ５（ラブオール）

品田 楓莉 ６ （刈羽ＪｒＢＣ）

渡辺 優花 ５（臥龍Ｊｒ．）

坂井 涼風 ５（柏崎Ｊｒ）

酒井 綾夏 ５（栃尾Ｊｒ）

吉野 愛沙美 ６（田尻育成会）

石見 菜織 ６（ラブオール）

平野 汐来 ５（ 直 江 津 ）

春川 愛莉 ５ （刈羽ＪｒＢＣ）

武田 美晴 ６（田尻育成会）

高橋 祥花 ５（ 十 日 町 ）

内山 葵 ６（越路ＪＢＣ）

小林 結衣 ６（ラブオール）

鈴木 莉櫻 ６（白河ひがし）

佐々木 茉央 ６（ 直 江 津 ）

桑原 さくら ５（越路ＪＢＣ）

川原 眞子 ５（ラブオール）

早川 夏希 ６ （中野島ＪＢＣ）

小林 奏 ６（ 十 日 町 ）

阿部 愛華 ６（柏崎半田）

岡木 美空 ５（臥龍Ｊｒ．）

牧野 朱里 ６（越路ＪＢＣ）

立田 美裕 ６ （あわらＢ－ｋｉｄｓ）

冨田 心結 ６（柏崎Ｊｒ）

山賀 衣央莉 ５（宮浦ＢＳ）

徳竹 陽菜乃 ５（中野Ｊｒ）

内山 遥 ６（越路ＪＢＣ）

竹内 咲来 ５ （刈羽ＪｒＢＣ）

花木 みのり ６ （中野島ＪＢＣ）

渡邉 美羽 ６（柏崎半田）

森田 美優 ６（越路ＪＢＣ）

前田 凜 ５（柏崎半田）

田村 桃香 ６（柏崎Ｊｒ）



 
 

№ 1～№ 20 15点 3ゲーム

№ 21～№ 27 21点 3ゲーム
男子小学４年生以下シングルス
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仲田 彩凄 ４（白河ひがし）

中村 綾斗 ４（田尻育成会）

大橋 皇希 ３（ つ ば さ ）

亀井 琉惺 ４ （中野島ＪＢＣ）

本田 瑛大 ３ （刈羽ＪｒＢＣ）

牧野 一心 ４（越路ＪＢＣ）

橘 邦斗 ３（栃尾Ｊｒ）

古川 琥煌 ３（魚津Ｊｒ）

大橋 飛空 ３（ 十 日 町 ）

品田 莉希 ４ （刈羽ＪｒＢＣ）

佐藤 光晟 ４（ つ ば さ ）

植木 伸弥 ４（柏崎半田）

坂口 優作 ４（中野Ｊｒ）

市川 逞夢 ４（柏崎Ｊｒ）

佐々木 有 ４（柏崎Ｊｒ）

山田 璃来 ３ （中野島ＪＢＣ）

小山 陸来 ４（ つ ば さ ）

竹田 晴登 ３（魚津Ｊｒ）

板屋 智大 ３（見附少年団）

藤澤 大和 ３（越路ＪＢＣ）

金井 蒼空 ４（ つ ば さ ）

山岸 生旺 ４ （あわらＢ－ｋｉｄｓ）

飯野 泰輔 ３（ つ ば さ ）

長島 清尚 ３（柏崎半田）

古海 諒人 ４（板倉ＢＣ）

前澤 眞之介 ４（田尻育成会）

川崎 慶人 ３（吉田Ｊｒ）

高野 大翔 ４（長岡大島）

№ 1～№ 19 15点 3ゲーム

№ 20～№ 26 21点 3ゲーム女子小学４年生以下シングルス
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池田 結良 ４（柏崎Ｊｒ）

高橋 絵美 ３（臥龍Ｊｒ．）

水澤 茉生 ４ （ＳＳモンキー）

新宮 咲都 ３（ 直 江 津 ）

伊藤 仁奈 ３ （あわらＢ－ｋｉｄｓ）

渡辺 芽衣 ４（ヴァルト）

小林 梨倖 ３（板倉ＢＣ）

渡辺 彩葉 ４（ラブオール）

土田 萌瑠 ３（越路ＪＢＣ）

本保歩友子 ４（板倉ＢＣ）

三澤 ふあ ４（栃尾Ｊｒ）

土山 心緒 ３（Ｓアップル）

大口 乃愛 ４ （刈羽ＪｒＢＣ）

藤田 心麦 ３（臥龍Ｊｒ．）

内山 桃花 ４（越路ＪＢＣ）

水澤 芽生 ４ （ＳＳモンキー）

稲葉 晴花 ４（板倉ＢＣ）

新宮 來都 ３（ 直 江 津 ）

清水 心寧 ３（Ｓアップル）

田村 綾音 ３ （刈羽ＪｒＢＣ）

小林 実梨 ４（中野Ｊｒ）

池田 真希 ４（阿賀野Ｊｒ）

西山 夏月 ４（燕スポ少）

前島 友愛 ３（臥龍Ｊｒ．）

山中 尊 ３（ラブオール）

笠松 千智 ４（ 直 江 津 ）

冨田 咲羽 ４（柏崎Ｊｒ）



 
 

全ゲーム 15点 3ゲーム男子小学２年生以下シングルス

18
16 17
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15
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7

8

9

10

11

1

2

3

小池 健大 ２（柏崎半田）

加藤 帆高 ２ （阿賀野Ｊｒ）

土田 瑛斗 １ （越路ＪＢＣ）

坂口 夏 １（中野Ｊｒ）

川崎 大翔 ２ （ＳＳモンキー）

三澤 琥朱 ２（栃尾Ｊｒ）

小池 翔太 年長 （阿賀野Ｊｒ）

丸山 航生 ２ （中野島ＪＢＣ）

吉野 由希 ２（十日町）

亀井 絆平 １ （中野島ＪＢＣ）

渡邊 颯介 ２ （阿賀野Ｊｒ）

渡辺 善登 １（ヴァルト）

小林 凌大 ２ （越路ＪＢＣ）

大野 昊空 ２ （阿賀野Ｊｒ）

曽根 成龍 ２（十日町）

渡辺 周志 １ （新発田スポ）

高橋 良芽 ２ （中野島ＪＢＣ）

池田 康希 年長 （阿賀野Ｊｒ）

笠松 照栄 ２（つばさ）

全ゲーム 15点 3ゲーム女子小学２年生以下シングルス
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5
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佐藤 文香 ２（宮浦ＢＳ）

金子 萌々花 ２ （越路ＪＢＣ）

竹内 蒼来 ２ （刈羽ＪｒＢＣ）

川崎 沙菜 ２ （ＳＳモンキー）

植木 翠乙 １ （田尻育成会）

遠藤 羽純 ２ （阿賀野Ｊｒ）

花木 かおり ２ （中野島ＪＢＣ）

伊藤 愛菜 ２（宮浦ＢＳ）

平山 遥叶 ２（柏崎半田）

塚田 圭逢 １ （ラブオール）

遠藤 菜海 １ （阿賀野Ｊｒ）

布川 みのり １ （越路ＪＢＣ）

稲葉 愛莉 ２（直江津）

佐藤 陽菜 ２（宮浦ＢＳ）

中村 美琴 ２（栃尾Ｊｒ）

池亀 千夏 ２（直江津）

小池 美緒 ２ （阿賀野Ｊｒ）

伏見 優那 １ （長岡大島Ｊｒ）

小菅 詩月 ２ （ＳＳモンキー）

佐藤 仁南 ２（栃尾Ｊｒ）

品田 希歩 ２ （刈羽ＪｒＢＣ）

小山 莉奈 １（直江津）

遠藤 瑠花 ２ （阿賀野Ｊｒ）

山田 唯衣 ２ （刈羽ＪｒＢＣ）

徳竹 夢乃 １（中野Ｊｒ）

斎藤 ゆり乃 ２ （ＳＳモンキー）



１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート 10コート 11コート 12コート 13コート 14コート 15コート 16コート

試合№ №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 №16

09:20 小6女-1 小6女-2 小6女-3 小6女-4 小6女-5 小6女-6 小6女-7 小6女-8 小6女-9 小6女-10 小6女-11 小6女-12 中男-1 中男-2 中男-3 中男-4

試合№ №17 №18 №19 №20 №21 №22 №23 №24 №25 №26 №27 №28 №29 №30 №31 №32

09:40 中男-5 中男-6 中女-1 中女-2 中女-3 中女-4 中女-5 中女-6 中女-7 中女-8 中女-9 中女-10 中女-11 中女-12 中女-13 中女-14

試合№ №33 №34 №35 №36 №37 №38 №39 №40 №41 №42 №43 №44 №45 №46 №47 №48

10:00 中女-15 中女-16 小6男-1 小6男-2 小6男-3 小6男-4 小6男-5 小6男-6 小6男-7 小6男-8 小6男-9 小6男-10 小6男-11 小6男-12 小6男-13 小6男-14

試合№ №49 №50 №51 №52 №53 №54 №55 №56 №57 №58 №59 №60 №61 №62 №63 №64

10:20 小6男-15 小6男-16 小6男-17 小6男-18 小6男-19 小4男-1 小4男-2 小4男-3 小4男-4 小4男-5 小4男-6 小4男-7 小4男-8 小4男-9 小4男-10 小4男-11

試合№ №65 №66 №67 №68 №69 №70 №71 №72 №73 №74 №75 №76 №77 №78 №79 №80

10:40 小4男-12 小4女-1 小4女-2 小4女-3 小4女-4 小4女-5 小4女-6 小4女-7 小4女-8 小4女-9 小4女-10 小4女-11 小2女-1 小2女-2 小2女-3 小2女-4

試合№ №81 №82 №83 №84 №85 №86 №87 №88 №89 №90 №91 №92 №93 №94 №95 №96

11:00 小2女-5 小2女-6 小2女-7 小2女-8 小2女-9 小2女-10 小6女-13 小6女-14 小6女-15 小6女-16 小6女-17 小6女-18 小6女-19 小6女-20 小6女-21 小6女-22

試合№ №97 №98 №99 №100 №101 №102 №103 №104 №105 №106 №107 №108 №109 №110 №111 №112

11:20 小6女-23 小6女-24 小6女-25 小6女-26 小6女-27 小6女-28 小6女-29 小6女-30 小6女-31 小6女-32 小6女-33 小6女-34 小6女-35 小6女-36 小6女-37 小6女-38

試合№ №113 №114 №115 №116 №117 №118 №119 №120 №121 №122 №123 №124 №125 №126 №127 №128

11:40 小6女-39 小6女-40 小6女-41 小6女-42 小6女-43 小6女-44 中男-7 中男-8 中男-9 中男-10 中男-11 中男-12 中男-13 中男-14 中男-15 中男-16

試合№ №129 №130 №131 №132 №133 №134 №135 №136 №137 №138 №139 №140 №141 №142 №143 №144

12:00 中男-17 中男-18 中男-19 中男-20 中男-21 中男-22 中女-17 中女-18 中女-19 中女-20 中女-21 中女-22 中女-23 中女-24 中女-25 中女-26

試合№ №145 №146 №147 №148 №149 №150 №151 №152 №153 №154 №155 №156 №157 №158 №159 №160

12:20 中女-27 中女-28 中女-29 中女-30 中女-31 中女-32 小6男-20 小6男-21 小6男-22 小6男-23 小6男-24 小6男-25 小6男-26 小6男-27 小6男-28 小6男-29

試合№ №161 №162 №163 №164 №165 №166 №167 №168 №169 №170 №171 №172 №173 №174 №175 №176

12:40 小6男-30 小6男-31 小6男-32 小6男-33 小6男-34 小6男-35 小4男-13 小4男-14 小4男-15 小4男-16 小4男-17 小4男-18 小4男-19 小4男-20 小4女-12 小4女-13

試合№ №177 №178 №179 №180 №181 №182 №183 №184 №185 №186 №187 №188 №189 №190 №191 №192

13:00 小4女-14 小4女-15 小4女-16 小4女-17 小4女-18 小4女-19 小2女-11 小2女-12 小2女-13 小2女-14 小2女-15 小2女-16 小2女-17 小2女-18 小6女-45 小6女-46

試合№ №193 №194 №195 №196 №197 №198 №199 №200 №201 №202 №203 №204 №205 №206 №207 №208

13:20 小6女-47 小6女-48 小6女-49 小6女-50 小6女-51 小6女-52 小6女-53 小6女-54 小6女-55 小6女-56 小6女-57 小6女-58 小6女-59 小6女-60 中男-23 中男-24

第５回 上越ジュニアオープンバドミントン大会   平成３１年１月２０日 

リージョンプラザ上越  インドアスタジアム



試合№ №209 №210 №211 №212 №213 №214 №215 №216 №217 №218 №219 №220 №221 №222 №223 №224

13:40 中男-25 中男-26 中男-27 中男-28 中男-29 中男-30 中女-33 中女-34 中女-35 中女-36 中女-37 中女-38 中女-39 中女-40 小6男-36 小6男-37

試合№ №225 №226 №227 №228 №229 №230 №231 №232 №233 №234 №235 №236 №237 №238 №239 №240 試合№

14:00 小6男-38 小6男-39 小6男-40 小6男-41 小6男-42 小6男-43 小4男-21 小4男-22 小4男-23 小4男-24 小4女-20 小4女-21 小4女-22 小4女-23 小2女-19 小2女-20 14:00

試合№ №241 №242 №243 №244 №245 №246 №247 №248 №下1 №下2 №下3 №下4 №下5 №下6 №下7 №下8 試合№

14:20 小2女-21 小2女-22 小6女-61 小6女-62 小6女-63 小6女-64 小6女-65 小6女-66 小2女-1 小2女-2 小2女-3 小2女-4 小2女-5 小2女-6 小2女-7 小2女-8 14:20

№下9 №下10 №下11 №下12 №下13 №下14 №下15 №下16 試合№

小4男-1 小4男-2 小4男-3 小4男-4 小4男-5 小4男-6 小4男-7 小4男-8 14：35

試合№ №247 №248 №249 №250 №251 №252 №255 №256 №下17 №下18 №下19 №下20 №下21 №下22 №下23 №下24 試合№

14:50 小6女-67 小6女-68 中男-31 中男-32 中男-33 中男-34 中男-41 中女-42 小4女-1 小4女-2 小4女-3 小4女-4 小4女-5 小4女-6 小4女-7 小4女-8 14:50

№下25 №下26 №下27 №下28 №下29 №下30 №下31 №下32 試合№

小2女-9 小2女-10 小2女-11 小2女-12 小4男-9 小4男-10 小4男-11 小4男-12 15:05

試合№ №257 №258 №259 №260 №261 №262 №263 №264 №下32 №下33 №下34 №下35 №下36 №下37 №下38 №下39 試合№

15:20 中女-43 中女-44 小6男-44 小6男-45 小6男-46 小6男-47 小4男-25 小4男-26 小4女-9 小4女-10 小4女-11 小4女-12 小6男-17 小6男-18 小6男-19 小6男-20 15:20

№下40 №下41 №下42 №下43 №下44 №下45 №下46 №下47 試合№

小6男-21 小6男-22 小6男-23 小6男-24 小6女-29 小6女-30 小6女-31 小6女-32 15:35

試合№ №265 №266 №267 №268 №269 №270 №271 №272 №下48 №下49 №下50 №下51 №下52 №下53 №下54 №下55 試合№

15:50 小4女-24 小4女-25 小2女-23 小2女-24 小6女-69 小6女-70 小6女-71 小6女-72 小6女-33 小6女-34 小6女-35 小6女-36 小2女-13 小2女-14 小4男-13 小4男-14 15:50

№下56 №下57 №下58 №下59 №下60 №下61 №下62 №下63 試合№

小4女-13 小4女-14 小6男-25 小6男-26 小6男-27 小6男-28 小6女-37 小6女-38 16：05

試合№ №273 №274 №275 №276 №277 №278 №下64 №下65 №下66 №下67 №下68 №下69 №下70 №下71 試合№

16:20 中男-35 中男-36 中女45 中女46 小6男-48 小6男-49 小6女-39 小6女-40 中男-15 中男-16 中男-17 中男-18 中女-25 中女-26 16：20

№下72 №下73 №下74 №下75 №下76 №下77 №下78 №下79 試合№

中女-27 中女-28 小2女-決勝 小4男-決勝 小4女-決勝 小6男-29 小6男-30 小6女-41 16:35

試合№ №279 №280 №281 №282 №283 №下80 №下81 №下82 №下83 №下84 試合№

16:50 小6女-73 小6女-74 小2女-決勝 小4男-決勝 小4女-決勝 小6女-42 中男-19 中男-20 中女-29 中女-30 16:50

試合№

17:05

試合№ №284 №285 №286 №287 №下85 №下86 №下87 №下88 試合№

17:20 中男-決勝 中女-決勝 小6男-決勝 小6女-決勝 小6男-決勝 小6女-決勝 中男-決勝 中女-決勝 17:20



１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート

試合№ №1 №2 №3

09:20 小2男-1 小2男-2 小2男-3

試合№ №4 №5 №6

09:40 小2男-5 小2男-6 小2男-7

試合№ №7 №8 №9

10:00 小2男-4 小2男-8 小2男-9

試合№ №10 №11 №12

10:20 小2男-10 小2男-11 小2男-12

試合№ №13 №14 №15

10:40 小2男-13 小2男-14 小2男-15

試合№ №16 №17

11:00 小2男-16 小2男-17

試合№ №18

11:20 小2男-決勝

試合№ №下1 №下2 №下3

11:40 小2男-1 小2男-2 小2男-3 ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート

試合№ №下4 №下5 №下6 №下7 №下8 №下9 №下10 №下11 №下12

12:30 小2男-4 小2男-5 小2男-6 小2男-7 小6女1-1 小6女1-2 小6女1-3 小6女1-4 小6女1-5

試合№ №下13 №下14 №下15 №下16 №下17 №下18 №下19

12:45 小6女-6 小6女-7 小6女-8 小6女-9 小6女-10 小6女-11 小6女-12

試合№ №下20 №下21 №下22 №下23 №下24 №下25

13:00 中男-1 中男-2 中男-3 中男-4 中男-5 中男-6

試合№ №下26 №下27 №下28 №下29 №下30 №下31

13:15 小2男-8 小2男-9 中女-1 中女-2 中女-3 中女-4

試合№ №下32 №下33 №下34 №下35 №下36 №下37

13:30 中女-5 中女-6 中女-7 中女-8 中女-9 中女-10

第５回 上越ジュニアオープンバドミントン大会   平成３１年１月２０日
上越教育プラザ小体育館 №1～№3 コート
上越教育プラザ大体育館 №4～№9 コート



試合№ №下38 №下39 №下40 №下41 №下42 №下43

13:45 中女-11 中女-12 中女-13 中女-14 中女-15 中女-16

試合№ №下44 №下45 №下46 №下47 №下48 №下49

14:00 小2男-決勝 小6男-1 小6男-2 小6男-3 小6男-4 小6男-5

試合№ №下50 №下51 №下52 №下53 №下54 №下55

14:15 小6男-6 小6男-7 小6男-8 小6男-9 小6男-10 小6男-11

試合№ №下56 №下57 №下58 №下59 №下60 №下61

14:30 小6男-12 小6男-13 小6男-14 小6男-15 小6男-16 小6女-13

試合№ №下62 №下63 №下64 №下65 №下66 №下67

14:45 小6女-14 小6女-15 小6女-16 小6女-17 小6女-18 小6女-19

試合№ №下68 №下69 №下70 №下71 №下72 №下73

15:00 小6女-20 小6女-21 小6女-22 小6女-23 小6女-24 小6女-25 ７コート ８コート ９コート

試合№ №下74 №下75 №下76 №下77 №下78 №下79 №下80 №下81 №下82

15:15 小6女-26 小6女-27 小6女-28 中男-7 中男-8 中男-9 中男-10 中男-11 中男-12

試合№ №下83 №下84 №下85 №下86 №下87 №下88 №下89 №下90 №下91

15:30 中男-13 中男-14 中女-17 中女-18 中女-19 中女-20 中女-21 中女-22 中女-23

試合№ №下92

15:45 中女-24


