
 
 
 
 
 
 
 

平成 2９(201７)年度  
北信高等学校新人体育大会 

バドミントン競技 
  

 

 

 

 

 

[期  日]  平成 2９年 1１月１日(水)２日(木)３日(金) 

[日  程]  1１月１日(水)  7:30 開場（7:45～8:45 練習） 

8:20 監督会議（終了時オーダー提出） 

                 8:50 開会式 9:10 競技開始 

      1１月２日(木)  7:30 開場（7:40～8:40 練習）9:00 競技開始 

      1１月３日(金)  7:30 開場（7:40～8:40 練習）9:00 競技開始 

[会  場]  長野運動公園総合運動場総合体育館（長野市東和田） 

[主   催]  北信高等学校体育連盟   

[主   管]  北信高校体育連盟バドミントン専門部 

 

北信高等学校体育連盟ホームページ      http://www.ngn-hssp.org/hokusin/ 

北信高体連バドミントン専門部ホームページ  http://www.ngn-hkb.com 

 

[大会役員]  大会長            松村 秀寿（松代高校長） 

副大会長     池田 義則（須坂東高校長） 田中 浩 （長野東高校長）  

森山 弘之（屋代高校長） 

会場長      渡辺 藤夫（飯山高校長） 

大会委員長        久保田 武（松代） 

大会副委員長   小山 智之（長野商業） 

[競技役員]   総務委員長    小山 智之（長野商業） 

審判長            荻野 佳宏（長野俊英） 

競技委員          斎藤 正善（長野東）・高城 浩文（須坂東）・中村 英（飯山） 

柗村 将生（長野吉田）・荻野 佳宏（長野俊英）・各校顧問 

補助員 長野商業・長野東・須坂東・長野吉田・市立長野高校 

http://www.ngn-hssp.org/hokusin/


 [注意事項] 

１． 本大会は、高体連が定めた大会実施要項、日本バドミントン協会競技規則同大会運営規則に準じて

行ないます。   

２． 負け審判制です。競技規則を熟読して参加してください。また審判のときはストップウォッチを使

用し、インターバル(11 点 60 秒以内、ゲーム間 120 秒以内をとってもよい)を測定してください。 

３． シャトルは、大会本部で検定球(2 番)を用意します。シャトル代は各校より別に集金いたします。 

４． 学校対抗戦は 1日目に行います。個人戦ダブルスは２日目に行います。シングルスは、原則として

２日目にシングルス２回戦まで行います。 

５． 団体戦の対戦相手が決まっている１・２回戦のオーダー用紙は、監督会議の終了時提出して下さい。 

６． 学校対抗戦の、最初の試合の対戦と審判は、次ページに示す表の通りです。それ以降は負けチ－ム

が審判にあたります。 

７．団体戦の応援については、選手がチェンジエンドをしても、ベンチは変わりません。監督・コーチの

み移動してください。（隣接コートのプレーの妨げとなるため。） 

８．団体戦のチーム練習については、各校初戦の場合に限り、３分間のチーム練習を設けます。（シード

校と対戦する場合、シード下から上がってきたチームについては、チーム練習はありません。） 

なお、個人戦については、マッチ前練習はありません。 

９． 監督会議以降の団体戦の選手変更は認められません。個人戦の選手変更は認められません。選手変

更がある場合は、所定の『選手変更届』ご記入の上、監督会議前にご提出ください。 

10． 試合に参加できるのは、「認知書」に氏名が記入されている人および団体戦での選手変更された選

手だけです。また、コーチについても認知書に氏名が記入されている人以外はフロアには入ること

はできません。 

11．上着のポロシャツには、規定に従って、背中に校名マ－クを必ずつけてください。 

12．頭髪・靴下・サポーター・アンダーギア等、規則にのっとったものにしてください。 

 ＊判断に迷うときは、各校の顧問に聞いてください。 

13．空カン・空ビン・その他のゴミは、各学校でゴミ袋を準備するなどして必ず持ち帰ってください。

会場の自販機で購入したドリンク以外は、自販機横の専用ゴミ箱を使用しないでください。 

14．ロビー、廊下等では、シャトル打ちをしないでください。 

15．応援旗等でテープを使用する場合は、必ず「自校の養生テープ」を使用してください。 

16．後日、観客席の座席割りを行いますので、指定された場所を使用してください。 

17．自転車は、自転車置き場にしっかりと並べて置いて下さい。 

18．貴重品の管理を徹底してください。 

19．履物を、体育館内用と屋外用で、きちんと区別してください。なお下履きは、ビニール袋を準備し

観客席に持参してください。 

20．その他、スポーツマンシップに則った態度、マナーを大切にプレーや応援に心がけてください。 

 

 

 



［１回戦コート割と審判校］ 

コートNo. １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

試合番号 男１ 男２ 男３ 男４ 男５ 男６ 男７ 男８ 

審判校 長野商業 長野東 長野西 日大 創成 市立 補助員 

(長商男) 

補助員 

(長野東) 

コートNo. ９ １０ １１ １２ サブ１ サブ２ サブ５ サブ６ 

試合番号 女１ 女２ 女３ 女４ 女５ 女６ 女７ 女８ 

審判校 学園長野 長野 長野西 市立 創成 長野商業 補助員 

(長商女) 

補助員 

(市立女) 

＊１回戦は、原則として、1 コート展開としますが、進行により複数コート展開です。 

＊サブ体育館の３，４コートは、天井障害物があるため、初回戦は使用しません。試合進行が著しく遅

延した場合使用することがありますのでご了承下さい。 

［練習コート割］ 

9 5 1
① 長野工業(男) 学園長野（女） 長野高専（男）

② 須坂（男) 長野商業(男) 長野南(男)

③ 中野立志館(男) 坂城（男）（女） 屋代南(男)

10 6 2
① 北部(男)（女） 須坂創成(男) 長野日大(男)

② 須坂東(男) 長野東(女) 更級農業(男)

③ 篠ノ井(男) 篠ノ井(女) 中野西(女)

11 7 3
① 長野西(男) 屋代南(女) 長野日大(女)

② 長野俊英(男) 松代(男) 長野南(女)

③ 飯山(女) 飯山(男) 犀峡(男)（女）

12 8 4
① 長野西(女) 長野吉田(女) 長野(男)

② 長野東(男) 市立長野(男) 長野吉田(男)

③ 屋代(男) 中野西(男) 須坂東(女)

本　　部

5 3 1
① 松代（女） 長野(女)

② 須坂(女) 須坂創成(女)

③ 長野女子（女） 屋代(女)

6 4 2
① 更級農業(女) 長工（女） 長野清泉（女）

② 中野立志館(女) 長野俊英(女) 市立長野(女)

③ 高専（女） 長野商業（女）

本部

入り口

入り口

メ
イ
ン

サ
ブ

 

※練習時間 《1１/１》①7:45～8:05 ②8:05～8:25 ③8:25～8:45 

     《1１/2・3》①7:40～8:00 ③8:00～8:20 ③8:20～8:40 



1 2 3 3 1 2 3 3
団体 長野商業 長野 長野日大 須坂園芸 長野商業 文大長野 須坂 松代

田崎一真 松下裕樹 穂谷圭祐 松沢昭宏 平林佳織 足立由衣 小林麻美 北條佳絵
矢神謙介 山田詩歩 重野利彰 小林徹哉 安藤法美 小林静佳 片井玲来 多羅沢美和
(長野商業) (長野商業) (長野商業) (長野工業) (文大長野) (文大長野) (須坂) (長野商業)

矢神謙介 穂谷圭祐 田崎一真 山田詩歩 小林静佳 片井玲来 平林佳織 安藤法美
(長野商業) (長野商業) (長野商業) (長野商業) (文大長野) (須坂) (文大長野) (文大長野)

団体 長野商業 長野 松代 須坂 文大長野 長野商業 長野東 長野西
檜山大地 小山卓也 滝沢清彦 風間貴斗 小林静佳 足立由衣 古川真衣 待井玲香
武内洋輔 松下裕樹 清水祐太 原俊太郎 安藤法美 二ツ栁彩耶 佐野愛子 竹内由美
(長野) (長野商業) (松代) (長野商業) (文大長野) (文大長野) (長野商業) (長野東)

松下裕樹 檜山大地 三ツ井恭平 武内洋輔 二ツ栁彩耶 小林静佳 足立由衣 古川真衣
(長野商業) (長野) (長野吉田) (長野) (文大長野) (文大長野) (文大長野) (長野商業)

団体 長野商業 中野西 須坂園芸 須坂東 長野商業 文大長野 須坂 市皐月
青沼陽太 三ツ井恭平 佐藤康平 楠　裕貴 石田久美子 久保英梨香 横地美穂 小山美穂
原俊太郎 松本博樹 染野元希 市川翔平 二ツ栁彩耶 吉谷美咲 中島みなみ 宮澤　藍
(長野商業) (長野吉田) (北部) (須坂東) (文大長野) (須坂) (長野商業) (長野商業)
三ツ井恭平 青沼陽太 木内　良 原俊太郎 二ツ栁彩耶 小山美穂 久保英梨香 中島みなみ
(長野吉田) (長野商業) (中野西) (長野商業) (文大長野) (長野商業) (須坂) (長野商業)

団体 屋代 長野吉田 須坂商業 長野 長野商業 文大長野 長野 市皐月.長野
櫻井裕助 矢澤佑記 鬼頭幸男 水野純一 中島みなみ 檜山恵梨香 宮澤　藍 田原汐里
宮澤　薫 新井大毅 堀内彰悟 高島康平 小山美穂 中島まなみ 秋山璃子 坂本優衣
(長野商業) (篠ノ井) (長野商業) (須坂) (長野商業) (長野商業) (長野商業) (長野商業)

木内　良 水野純一 櫻井裕助 押木章悟 中島まなみ 小山美穂 宮澤　藍 秋山璃子
(中野西) (須坂) (長野商業) (須坂商業) (長野商業) (長野商業) (長野商業) (長野商業)

団体 須坂商業 屋代 長野 長野商業 文大長野 須坂 中野西 長野商業
赤澤新之介 押木章悟 西川燿紀 轟　大地 大堀日彩乃 檜山恵梨香 山岸紗千 玉井友香里
児玉敏宏 菅原将次 高野洋輔 武内裕希 東城　碧 中島まなみ 湯本実友 高澤優菜
(屋代) (須坂商業) (長野) (長野) (文大長野) (長野商業) (文大長野) (文大長野)

押木章悟 菅原将次 赤澤新之介 武内裕希 東城　碧 山岸紗千 大堀日彩乃 植木　環
(須坂商業) (須坂商業) (屋代) (長野) (文大長野) (文大長野) (文大長野) (中野西)

団体 長野商業 松代 長野 長野吉田 文大長野 中野西 須坂 長野西
久保田智也 中澤健人 久保田純平 安藤祐太 高澤優菜 関　未来 植木　環 牛木桃子
宮澤弘治 小林隆祐 古川隆浩 小林凌介 東城　碧 丸山　圭 丸山紘加 遠藤綾乃
(長野商業) (須坂商業) (長野商業) (松代) (文大長野) (須坂) (中野西) (長野)
宮澤弘治 安藤祐太 宮入一貴 小川真司 山川莉歩 東城　碧 植木　環 高澤優菜
(長野商業) (松代) (長野工業) (長野吉田) (文大長野) (文大長野) (中野西) (文大長野)

団体 長野商業 松代 長野 長野吉田 文化学園長野 長野商業 長野西 市立長野
原亮太郎 谷澤敬斗 赤澤龍之介 山田駿介 山川莉歩 坂田実乃里 渡邉葵理子 米倉夏子
杉山雅志 井澤大志 松林達也 下平周平 小平安佳里 渋川真結 宮川莉緒 丸山　愛
(長野商業) (長野商業) (長野日大) (長野) (文大長野) (文化学園) (文化学園) (長野西)

原亮太郎 杉山雅志 森　健人 奥原勇亮 山川莉歩 小平安佳里 坂田実乃里 渋川真結
(長野商業) (長野商業) (松代) (長野高専) (文化学園) (文化学園) (文化学園) (文化学園)

団体 長野商業 松代 長野吉田 長野 文化学園長野 市立長野 須坂商業 長野商業
森　建人 原亮太郎 宮下玲緒貴 谷澤敬斗 宮川莉緒 渋川真結 小林央可子 滝沢智慧
安藤淳也 杉山雅志 中澤大樹 井澤大志 小平安佳里 青木　結 小田切萌恵 倉嶌花奈
(松代) (長野商業) (松代) (長野商業) (学園長野) (学園長野) (長野西) (長野商業)

原亮太郎 杉山雅志 安藤淳也 松崎孝輔 小平安佳里 渋川真結 小林央可子 宮川莉緒
(長野商業) (長野商業) (松代) (飯山) (学園長野) (学園長野) (長野西) (学園長野)

団体 長野商業 長野吉田 長野日大 長野高専 文化学園長野 長野日大 長野 須坂商業
金子拓真 山田壮太 宮嶋優太 味岡航聖 正木励奈 牛木鮎子 田原香鈴 小林なつみ
藤沢颯人 滝澤善史 倉澤陽輔 太田修一朗 青木　結 小林万希子 戸谷南月 内山明日香
(長野吉田) (長野高専) (市立長野) (長野商業) (学園長野) (長野) (長野日大) (長野商業)
藤沢颯人 宮嶋優太 山田壮太 滝澤善史 青木　結 小林万希子 冨澤理沙子 田原香鈴
(長野吉田) (市立長野) (長野高専) (長野高専) (学園長野) (長野) (長野清泉) (長野日大)

団体 長野商業 長野吉田 長野日大 長野東 文化学園長野 市立長野 長野商業 長野
原　崚章 安藤拓実 徳永啓祐 長田翼佐 栗原　萌 宮岡　楓 中村　英 矢島沙織
井上宥希 座光寺直人 中村友哉 吉澤隼弥 高橋侑希 坂本亜衣 坂本麻衣 小林万希子
(長野商業) (長野商業) (長野吉田) (長野商業) (学園長野) (市立長野) (長野商業) (長野)

座光寺直人 中澤賢史 安藤拓実 井上宥希 高橋侑希 小林万希子 冨澤理沙子 栗原　萌
(長野商業) (長野) (長野商業) (長野商業) (学園長野) (長野) (長野清泉) (学園長野)

団体 長野商業 長野吉田 市立長野 長野東 文化学園長野 市立長野 長野商業 長野
座光寺直人 安藤拓実 横田和樹 宮内友也 高橋侑希 玉村未波 栗原　萌 松本彩花
寺澤　巧 原　崚章　 宮坂敦也 吉澤隼弥 佐藤　麗 川井有珠 伊藤千晶 坂本亜衣
(長野商業) (長野商業) (長野商業) (長野商業) (学園長野) (学園長野) (学園長野) (市立長野)
安藤拓実 座光寺直人 寺澤　巧 横田和樹 佐藤　麗 川井有珠 高橋侑希 伊藤千晶
(長野商業) (長野商業) (長野商業) (長野商業) (学園長野) (学園長野) (学園長野) (学園長野)

団体 長野商業 市立長野 長野日大 須坂創成 文化学園長野 長野商業 市立長野 長野日大
寺澤　巧 竹内悠生 内河涼介 上條龍也 佐藤　麗 伊藤千晶 原山　葵 星沢美琴
宮坂敦也 高嶋健人 丸山玲伊 太田知志 玉村未波 川井有珠 清水真奈 大塚果穂
(長野商業) (長野商業) (長野商業) (長野商業) (学園長野) (学園長野) (長野日大) (市立長野)
竹内悠生 寺澤　巧 宮坂敦也 小林　陸 佐藤　麗 川井有珠 大塚果穂 伊藤千晶
(長野商業) (長野商業) (長野商業) (長野日大) (学園長野) (学園長野) (市立長野) (学園長野)

H28
(2016)

複

単
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