


大 会 役 員

名誉大会長 橋 浪蔵

大 会 長 遠藤 連

副大会長 越川 慶一 大澤 慶幸 荒川 歩

顧 問 宮本 知治 佐藤 常代 柳谷昭次郎 十川 千春

遠藤 寿則

参 与 本田 秀信

大会委員長 塙 守浩

大会副委員長 池田 孝義

大会委員 青山 晴美 小蔵 力 佐々木洋一 吉川 英子

桔梗原 憲 松尾 必勝 戸嶋 崇人 青山 裕

若井 淳一 永木 健一 高野 優子

競技役員長 橋本信一郎

総務部長 雨宮 雅幸

総務副部長 秋葉 浩之

競技審判部長 松田 大輝

競技審判副部長 清水 健志 樋渡 将人

記 録 平井 俊輔 菊地 聖

シャトル 熊谷 大地 上杉奈緒子



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09:30～ BD1 BD2 BD3 BD4 BD5 BD6 BD7 BD8 BD9 BD10 BD11 BD12

10:00～ BD1３ BD14 BD15 BD16 BD17 GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD7

10:30～ GD８ GD９ GD１０ BD1８ BD19 BD20 BD21 BD22 BD23 BD24 BD25 BD26

11:00～ BD2７ BD28 BD29 BD30 BD31 BD32 BD33 GD１１ GD１２ GD１３ GD１４ GD１５

11:30～ GD１６ GD１７ GD１８ BD3４ BD35 BD36 BD37 BD38 BD39 BD40 BD41 GD１９

12:00～ GD２０ GD２１ GD２２ BD４２ BD４３ BD４４ BD４５ BS1 BS2 GS1 GS2 GS3

12:30～ GD２３ GD２４ BD46 BD47 GS4 GS5 GS6 GS7 GS8 GS9 GS10 GS11

13:00～ GD25 GD26 BD4８ BD49 GS12 GS13 GS14 GS15 GS16 GS17 GS18 GS19

13:30～ BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 BS8 BS9 BS10 BS11 BS12 BS13 BS14

14:00～ BS15 BS16 BS17 BS18 BS19 BS20 BS21 BS22 BS23 BS24 BS25 BS26

14:30～ BS27 BS28 BS29 BS30 BS31 BS32 BS33 BS34 GS20 GS21 GS22 GS23

15:00～ GS24 GS25 GS26 GS27 GS28 GS29 GS30 GS31 GS32 GS33 GS34 GS35

15:30～ BS35 BS36 BS37 BS38 BS39 BS40 BS41 BS42 BS43 BS44 BS45 BS46

16:00～ BS47 BS48 BS49 BS50 GS36 GS37 GS38 GS39 GS40 GS41 GS42 GS43

16:30～ BS51 BS52 BS53 BS54 BS55 BS56 BS57 BS58 GS44 GS45 GS46 GS47

17:00～ BS59 BS60 BS61 BS62 GS48 GS49

17:30～ BS63 BS64 GS50 GS51

18:00～ BS65 BS66

・監督・コーチによるアドバイスはすべてのインターバルで認めるが、時間厳守のこと。

第47回 全国高等学校選抜バドミントン大会苫小牧地区予選タイムテーブル

地区大会における競技・審判上の注意（ラリーポイント制）

・インターバルは正規の時間の半分とする。（各ゲーム１１点で３０秒、ゲームの間は１分。原則と
してストップウォッチで計測する。あくまで上限の時間であるので、主審は両選手の意志を確認し
たら試合を開始すること。）

・主審は敗者、線審は対戦校で行う。得点表示を原則として行う（敗者主審をする学校が担当するも
のとするが、人員を確保出来ない場合は他校にお願いする場合もある。どうしても確保できない場
合は線審が兼ねて行う）

・サーブの位置あるいはサーバーを間違えても（チェンジエンズを忘れた場合も）得点は戻さないこ
と、発覚した時点で正しい状態に戻すこと。













【 栄 光 の 記 録 <選抜個人> 】

男 子 ダ ブ ル ス 男 子 シ ン グ ル ス
年度 回

優 勝 ２ 位 ３ 位 優 勝 ２ 位 ３ 位

諸角 威 秋田 圭一 田川 哲平 粒来 拳斗 諸角 威 田川 哲平
１９ 36 (苫東) (苫工) (苫工)

南 侑輝 笹村 和哉 粒来 拳斗 (苫工) (苫東) (苫工)

奥井 和暉 粒来 侃太 笹村 和哉 奥井 和暉 工藤 政輝 互野 智瑛
２０ 37 (苫工) (苫工) (苫工)

工藤 政輝 原 大樹 飯野 兼嗣 (苫工) (苫工) (苫南)

奥井 和暉 星 裕貴 齊藤 伸也 奥井 和暉 互野 智瑛 出口 大成
２１ 38 (苫工) (苫東) (苫工)

大森 翔太 出口 大成 蹴揚 優斗 (苫工) (苫南) (苫東)

蹴揚 優斗 出口 大成 能藤 翔気 出口 大成 福士 侑 菊地 建汰
２２ 39 (苫工) (苫東) (静内)

渡邊 康太 菊地 建汰 水谷 優斗 (苫東) (苫工) (苫東)

福士 侑 能藤 翔気 菊地 建汰 八木 賢太 浦川 慶久 菊地 建汰
２３ 40 (苫工) (静内) (苫東)

八木 賢太 水谷 優斗 高橋 諒 (苫工) (苫南) (苫東)

田中 政成 八木 賢太 高橋 諒 八木 賢太 浦川 慶久 能藤 裕気
２４ 41 (苫南) (苫工) (苫東)

浦川 慶久 星 郁人 大久保政宗 (苫工) (苫南) (静内)

能藤 裕気 十役 智徳 新田 大 能藤 裕気 秋村 康太 渡邊 純平
２５ 42 (静内) (浦河) (苫工)

九鬼 成未 鳥井龍之介 丸谷 颯人 (静内) (駒澤) (苫東)

大野 友幹 十役 智徳 新田 大 新田 大 十役 智徳 大滝 侑作
２６ 43 (高専) (浦河) (苫工)

岡村 直哉 鳥井龍之介 泉田 大地 (苫工) (浦河) (静内)

尾美 喬介 畑中 優也 本多 隆紀 畑中 優也 渋谷 天人 加納 尋康
２7 44 (苫東) (苫工) (浦河)

渋谷 天人 加納 芳章 高松 将大 (苫工) (苫東) (苫工)

木村 涼太 畑中 優也 奥野 晟弘 畑中 優也 木村 涼太 加納 芳章
２８ 45 (苫工) (苫工) (浦河)

渡部 俊介 佐々木滉太 千葉 良太 (苫工) (苫工) (苫工)

木村 涼太 奥野 晟弘 大泉 龍聖 木村 涼太 渡部 俊介 長内 篤志
２9 46 (苫工) (浦河) (苫工)

渡部 俊介 千葉 良太 長内 篤志 (苫工) (苫工) (苫工)

３０ 47

女 子 ダ ブ ル ス 女 子 シ ン グ ル ス
年度 回

優 勝 ２ 位 ３ 位 優 勝 ２ 位 ３ 位

西谷内茜音 板橋聖由美 鈴木 花菜 中原 美穂 手塚 早紀 出口 文加
１９ 36 (様似) (浦河) (苫南)

門脇 麻未 板橋富由美 谷 彩加 (苫東) (苫西) (苫東)

谷 彩加 板橋富由美 杉本 智美 出口 文加 菊地 悠紀 森 美由紀
２０ 37 (苫南) (浦河) (苫西)

宍戸 美優 森 美由紀 中村佳小里 (苫東) (厚真) (浦河)

木村 瑞希 宍戸 美優 森 美由紀 宍戸 美優 米川みさと 木村 瑞希
２１ 38 (苫南) (苫南) (浦河)

米川みさと 坂本 里帆 立松 美咲 (苫南) (苫南) (苫南)

木村 瑞希 坂本 里帆 笠山 菜緒 坂本 里帆 笠山 菜緒 米川みさと
２２ 39 (苫南) (苫南) (苫西)

米川みさと 千葉 夏美 田川ひとみ (苫南) (苫西) (苫南)

竹内 桃香 岡本 陽花 工藤由梨奈 大森 由菜 工藤由梨奈 濱西 史恵
２３ 40 (苫西) (静内) (総経)

酒井 七彩 田森 美沙 工藤 美咲 (苫東) (総経) (富川)

亀谷 知世 多田 早織 山岸 歌純 山岸 歌純 渡邊 沙耶 西 咲紀
２４ 41 (静内) (苫東) (苫西)

渡邊 沙耶 大滝千紗音 澤向 暢佳 (苫西) (静内) (浦河)

渡邊 沙耶 小林 遥菜 清水畑沙希 川村 美桜 渡邊 沙耶 大滝 千里
２５ 42 (静内) (浦河) (浦河)

川村 美桜 横田 志穂 新山 夏帆 (静内) (静内) (静内)

大滝 千里 水谷 栞奈 佐藤莉乃佳 川村 美桜 佐々木桃子 水谷 朱里
２６ 43 (静内) (静内) (苫南)

川村 美桜 水谷 朱里 大滝紗奈依 (静内) (苫東) (静内)

佐藤莉乃佳 水谷 朱里 藤山 美紅 水谷 朱里 大滝紗奈依 佐藤莉乃佳
２7 44 (苫南) (静内) (苫南)

大滝紗奈依 小西由里子 鈴木 絢子 (静内) (苫南) (苫南)

鈴木 絢子 實松 怜亜 道政 未来 髙田 聖央 鈴木 絢子 佐藤 瑞月
２８ 45 (苫南) (苫東) (苫東)

佐藤 瑞月 髙田 聖央 花岡 杏美 (苫東) (苫南) (苫南)

大久保佳奈 髙田 聖央 横田 優唯 髙田 聖央 淺井 歩夢 大久保佳奈
２9 46 (苫南) (苫東) (浦河)

越智 美月 淺井 歩夢 佐々木明日香 (苫東) (苫東) (苫南)

３０ 47


