
令和２年度  
長野県高等学校総合体育大会代替大会 

（北信地区）バドミントン競技 
  

 

 

 

 

 

[期  日]  令和２年７月 1９日(日) 

[日  程]  ７月１９日(日)   

男子 7:30 開場（7:50～8:20 練習） 

8:10 監督会議 

          8:30 開会式  

8:45 競技開始    12:30 競技終了予定 

女子 12:45 開場（12:55～13:10 練習） 

13:00 監督会議 

13:15 開会式 

          13:30 競技開始    16:30 競技終了予定 

[会  場]  長野総合運動公園体育館 

[主   催]  長野県高等学校体育連盟・長野県教育委員会 

[主   管]  長野県高体連バドミントン専門部・北信高体連バドミントン専門部 

 

[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．今大会は、リーグ戦方式です。相互審判制ですので、競技規則を熟読して参加してください 

３．シャトルは、２番球持ち寄りとします。飛び過ぎる場合は、両者合意の上、羽折りを可とします。 

４．練習は、練習コート割にしたがって指定時間に行ってください。 

５．試合前の練習はありません。 

６．ゲームシャツには、規定に従って、背中に校名・県名を必ずつけてください。 

７．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。 

８．別紙「感染症対策について」の記載事項を遵守して下さい。 

９．上下履きを区別してください。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。 

10．観客席の座席割りを事前に連絡しますので、指定された場所を使用してください。 

11．ゴミは、各自が責任を持って必ず持ち帰ってください。 

12．自転車は、自転車置き場に整然と並べてください。 



●重要事項● 

感染症対策について 

 

※各校で必ず事前にミーティングを開き、徹底お願いします。 

 

○全体に関する事項 

・受付時に、健康観察シートの提出をして下さい。発熱者がいる場合は、入場禁止としま

す。また、校内でコロナウィルス感染者が出た学校は、出場禁止とします。 

・ギャラリーの窓は、原則開けたまま競技を行います。カーテンは閉める予定です。 

・来場者を最小限にして下さい。下級生の入場は禁止とし、家族関係者の入場は、各選手

につき１名とします。引率職員数も、なるべく少人数として下さい。 

・体育館入口、アリーナ入口に消毒液を設置します。こまめに使用して下さい。 

・密を避けるため、アリーナ入口には結果の掲示をしません。ご理解下さい。 

・観客席において、ソーシャルディスタンスを保って下さい。 

・応援は、拍手のみを原則とします。声がけは最小限として下さい。 

・男子は、競技終了後、速やかに退館して下さい。女子は、１２:４５になるまで入場しな

いで下さい。 

・ゴミの持ち帰りを徹底して下さい。飲食したゴミは感染源となるため、絶対に会場に捨

てないで下さい。 

 

○選手に関わる事項 

・試合開始・終了時の、握手は行いません。 

・得点時に、相手に向かって声を出す行為は禁止です。ハイタッチも控えて下さい。 

・会場内での飲食は、最小限に控えて下さい。（熱中症対策として、水分等の補給などは可）

昼食をとることは禁止です。 

・コートサイドにかごは設置しません。飲み物は、水筒に入れてくるか、ペットボトルを

持ち込む場合は、保冷バッグ等を各自用意してきて下さい。 

・試合時以外は、原則マスク着用です。審判時も、熱中症にならない範囲で着用すること。 

・更衣室は使用禁止となっています。女子で着替えが必要な場合は、１F玄関近くにある多

目的トイレでの更衣が可能です。その場合は、複数名での使用は避けて下さい。 



北信地区３年生大会　練習コート割

男子 時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7：50-8：05 1 3 長野東 14 長野工業 20 松代 8 北部 28 長野日大 7 須坂創成 29 長野俊英 19 更級農業

8：05-8：20 3 立志館 1 飯山 2 下高井農林 16 犀峡 5 須坂東 5 須坂東 23 坂城 22 屋代南 12 長野商業 12 長野商業 24 市立長野 24 市立長野

女子 時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

東和田
メイン 12：55-13：10 5 須坂東 12 長野商業 18 篠ノ井 22 屋代南 27 文化学園 16 犀峡 20 松代 26 長野女子 8 北部 19 更級農業 24

市立長野
長野東

下高井農林
中野立志館

※参加者１名の学校は、他校選手と打っても構いません。

　　なお、他校選手との練習が困難な場合、同校内から１名練習相手を出すことを可とします。

東和田
メイン



令和２年度　長野県高等学校総合体育大会北信地区代替大会（バドミントン競技） 2020.7.19

男子Ｄ Ａリーグ Ｂリーグ Ｃリーグ

澤口　飛馬・古畑　佑真 清水　翔太・武井　颯太 師田　祐希・竹澤　優祐

（長野商業） （更級農業） （長野東）

金子　渉・清水　大和 塚田　勇帆・熊井　健斗 川浦　楓・山浦　蓮

（市立長野） （市立長野） （市立長野）

仁科　潤海・山本　隆平 山口　蒼生・海口　幸輝 小川　駿輝・小柳　公暉

（長野商業） （長野工業） （長野俊英）

下田　航輝・髙野　涼 小林　奎輝・山岸　翔太 江尻　虎太郎・髙橋　和希

（市立長野） （北部） （北部）

磯部　太志・丸山　祐宇 髙橋　遥輝・坂田　健斗 成瀬　徳政・藤井　裕太

（長野商業） （中野立志館） （北部）

女子Ｄ Ａリーグ Ｂリーグ Ｃリーグ

永見　多映・物部　咲月 丸山　祐奈・山﨑　双葉 林　彩花・真弓田　遥菜

（学園長野） （須坂東） （篠ノ井）

和田　愛未・井上　舞香 青木　愛生・宮澤　怜 浦澤　美紅・宮島　美空

（市立長野） （篠ノ井） （屋代南）

星沢　知歩・上野　結梨 村田　侑菜・黒岩　星奈 髙坂　彩・竹内　碧

（学園長野） （屋代南） （篠ノ井犀峡校）

東澤　美羽・青木　莉子 後藤　あみ・宮尾　優花 岩崎　真依・夏目　奈穂

（長野商業） （更級農業） （須坂東）

小林　萌々花・原　美鈴 奥谷　蒼依・細田　愛奈

（長野商業） （北部）
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令和２年度　長野県高等学校総合体育大会北信地区代替大会（バドミントン競技） 2020.7.19

男子Ｓ Ａリーグ Ｂリーグ Ｃリーグ Ｄリーグ Ｅリーグ Ｆリーグ Ｇリーグ

山岸　歩武 岡田　宗太郎 宮入　和輝 中村　颯希 岡崎　耀暉 西原　悠人 橋爪　優一

（須坂東） （長野東） （屋代南） （松代） （須坂東） （須坂東） （長野工業）

澤井　幸徳 田中　大翔 佐藤　秀 髙橋　優喜 西澤　大輝 林　冬馬 髙橋　大法

（須坂創成） （坂城） （須坂東） （中野立志館） （篠ノ井犀峡校） （屋代南） （須坂東）

中村　州一 山田　貫太 小野澤　怜 藤原　永羽 馬場　俊弥 中島　龍樹 伊藤　瑞基

（屋代南） （須坂東） （飯山） （下高井農林） （松代） （飯山） （松代）

小林　大晟 鈴木　大地 戸谷　駿介 角田　天奨 柴田　泰誠 西澤　太貴 宮下　歩夢

（長野日大） （松代） （長野工業） （須坂東） （長野東） （須坂東） （須坂東）

三枝　ルイ

（北部）

女子Ｓ Ａリーグ Ｂリーグ Ｃリーグ

筒井　真衣 島田　夏希 宮入　冬音

（長野商業） （松代） （篠ノ井犀峡校）

古市　寧音 林　伽音 廣田　妃映

（学園長野） （長野女子） （松代）

山岸　聖華 鵜野　珠里奈 土屋　彩

（松代） （長野女子） （下高井農林）

宮嶋　華彩 鎌倉　美凪 尾崎　遥

（屋代南） （中野立志館） （長野女子）

神林　由依

（長野東）

4

5

3

4

5

1

2

3

2

1



「あたま」や「かお」をつよくぶつけたときには、
すぐに先生につたえよう！

むりをしてうごかずに、そのばで休んでいよう！

頭頚部や顔面に強い衝撃を受けた時は 

◇安静にし、すぐに専門医の診察を! 
◇本人が「大丈夫」と言っても競技に復帰させない! 

※意識があっても生命にかかわる場合があります 

フローチャートは、独立行政法人日本スポーツ振興センター『スポーツ事故防止ハンドブック』より 

                                                            監修：長野県日体協公認スポーツドクター協議会 

                           作成：長野県教育委員会事務局スポーツ課学校体育係 

スポーツによる脳震盪は、そのまま競技・練習を続けると、これを何

度も繰り返し、急激な脳腫脹や急性硬膜下血腫など、致命的な脳損傷

を起こすことがある。一般社団法人日本脳神経外科学会 

「スポーツによる脳損傷を予防するための提言」より 

 

「セカンドインパクトシンドローム（SIS）」・・・脳に同じような外傷が二度加わった場合、
一度目の外傷による症状は軽微であっても、二度目の外傷による症状は、はるかに重篤にな
ることがあること。 

スポーツによる脳震盪は、意識障害や健忘がなく、頭痛や気分不良などだけのこともある。 

                            後述「スポーツによる脳損傷を予防するための提言」より 

  

 

頭

頚

部

外

傷

発

生 

意識障害 
の有無を確認 

保護者に連絡して 

家庭で観察 
頚髄・頚椎損傷 
の疑いを確認 

脳震盪症状 
の有無を確認 

あり 

な 
 

し 

あり あり 

１１９番通報 

ＡＥＤの手配 

意識障害の確認例 

●開眼していない 

●話すことができない 

●時・場所・人が正確に    

  わからない 

●外傷前後の事を覚え 

  ていない 

★運動マヒ 

★筋力低下 

★しびれ 

★異常感覚 

★頭痛 

★吐き気 

★気分不快 

★けいれんや普段と 

  違う行動パターン 

★バランステストの 

  異常 

              等  

すぐ回復 

★心肺蘇生の開始 

★ＡＥＤの使用 

呼吸、体動などを再評価 

救急隊の到着を待つ 

呼吸あり 

頚部の安静に 

留意し 

呼吸の確認 

呼吸なし・わからない 

回復しない 

帰宅後異常あり 

な 
 

し 

な 
 

し 

『練習、試合への復帰は慎重に』・・・スポーツへの復帰は慎重

にし、必要に応じて脳神経外科専門医の判断を仰ぎましょう。 


