
令和３年度 第５回岐阜県中学生学年別バドミントン大会（単） 

大会参加における連絡事項① 

【はじめに】 

 平素より岐阜県バドミントン協会事業に対してご理解とご協力を賜り厚く感謝申し上げます。 

 

【１】 学年別大会に参加する選手の確認のお願いについて 

昨年度と同様に多くの申込みありがとうございました。大会主務者が参加者の名簿を製作しましたが、教育的配

慮を要する生徒さんが見えるので、名簿を名字だけにしてあります。(当日の組み合わせも名字だけです) 

各学校の代表者は８月２２日１２：００までに名簿の確認をしていただき、もし、選手の誤字脱字等がありまし

たら、主務者平池のメールまでご連絡ください。 

主務者平池メールアドレス：k1014410@gmail.com 

 

※大会運営の詳細については後日ご連絡します。 

 

 

mailto:k1014410@gmail.com


中学校名 　１/2年１部 　１年２部 　２年２部

羽島中 1 1

北稜中 7 5

桜丘中 1 4

長森中 1

境川中 4 4

加納中 2

糸貫中 1

笠原中 2 1 2

青山中 1 振込済み

多治見中 1

北方中 1

小泉中 1

精華中

岐阜西中 2 3

羽島中央中

中島中 1

蘇原中 1

江並中

陶都中 1

西部中 1 1

岩野田中

岐北中 1 10

岐阜県中学生学年別バドミントン大会　男子



中学校名 　１/2年１部 　１年２部 　２年２部

稲羽中

松倉中 2 2

星和中 4 3

大垣南中

大垣東中 5

鵜沼中 1 4

赤坂中 1 8

各中央中 2 4 3

中山中

中部中 1 1

神戸中 2 1 7

岐大附中

笠松中 4

高田中

緑陽中 1

美濃中 2 17

神渕中 2 1

南ヶ丘中 1 1

岐阜東中 1 振込済み

東長良中 9 6

八幡西中

恵那西中 3

岐阜県中学生学年別バドミントン大会　男子



中学校名 　１/2年１部 　１年２部 　２年２部

白鳥中 1

本荘中 10 6

揖斐川中 2

真正中 4 1 5

那加中 3 7 4

藍川中 1

高富中 6 2

池田中 11 8 1

不破中 2 1

日枝中 2 10 7

岐南中 2 3 4

朝日中 1

荘川中 3

八幡中 1 6

川島中 3 3

大垣北中 5 2

岐阜県中学生学年別バドミントン大会　男子



中学校名 　１/2年１部 　１年２部 　２年２部

羽島中 1

北稜中 3 1

桜丘中 1 1

長森中 2 1 4

境川中 4 2

加納中 10 5

糸貫中 6

笠原中 1 4

青山中

多治見中 2 1

北方中 3

小泉中

精華中 4

岐阜西中

羽島中央中 1

中島中 1

蘇原中 1

江並中 1 振込済み

陶都中 2 1

西部中 7 1

岩野田中 2 1 1

岐北中 2 19

岐阜県中学生学年別バドミントン大会　女子



中学校名 　１/2年１部 　１年２部 　２年２部

稲羽中 1

松倉中

星和中 4 2

大垣南中 7 9 6

大垣東中 7 2 6

鵜沼中 3 8

赤坂中 9 3

各中央中 4 12 14

中山中 3

中部中 11

神戸中 5 5 6

岐大附中 1

笠松中 2 4 4

高田中 1 5 8

緑陽中

美濃中 3 5

神渕中 1

南ヶ丘中 1 3

岐阜東中

東長良中 7 7

八幡西中 1

恵那西中 1 7

岐阜県中学生学年別バドミントン大会　女子



中学校名 　１/2年１部 　１年２部 　２年２部

白鳥中 9 1

本荘中 1 4 7

揖斐川中 2 1

真正中 10 2 5

那加中 3 1 15

藍川中

高富中 3 6

池田中 8 5 4

不破中 13 2 1

日枝中 2 7 1

岐南中 9 6 12

朝日中 3 3

荘川中 4 1

八幡中 1 1 3

川島中 4 4

大垣北中 8

岐阜県中学生学年別バドミントン大会　女子



羽島中 山本 羽島中 長屋 北稜中 加藤

桜丘中 加納 北稜中 丹羽 北稜中 板倉

境川中 浅井 北稜中 今枝 北稜中 武山

境川中 古田 北稜中 日下部 北稜中 塚本

境川中 勝山 北稜中 竹澤 北稜中 塩崎

境川中 鷲見 北稜中 大場 桜丘中 伊藤

糸貫中 石原 北稜中 坂本 桜丘中 上村

笠原中 伊藤 北稜中 山田 桜丘中 岩崎

笠原中 中嶋 桜丘中 玉田 桜丘中 佐藤

多治見中 佐藤 笠原中 佐分利 境川中 中本

北方中 大川 青山中 山口 境川中 鴨下

岐阜西中 和田 小泉中 渡邊 境川中 北条

岐阜西中 大屋 蘇原中 大野 境川中 安藤

中島中 田内 西部中 松井 加納中 塩谷

西部中 松田 南ヶ丘中 小島 加納中 早野

岐北中 澤頭 神渕中 中島 笠原中 小川

岐阜東中 各務 神渕中 山岡 笠原中 水野

緑陽中 松本 美濃中 太田 岐阜西中 石田

神戸中 末 美濃中 山口 岐阜西中 近藤

神戸中 後藤 笠松中 野口 岐阜西中 北村

各中央中 神田 笠松中 辻 陶都中 伊藤

各中央中 林 笠松中 清水 岐北中 池田

赤坂中 髙田 笠松中 岡崎 岐北中 神山

鵜沼中 早川 神戸中 増田 岐北中 藤田

大垣東 淺野 中部中 玉木 岐北中 水谷

大垣東 三摩 各中央中 大前 岐北中 島部

大垣東 木原 各中央中 清水 岐北中 安福

大垣東 馬渕 各中央中 今井 岐北中 亀尾

大垣東 宮脇 各中央中 大塚 岐北中 髙井

星和中 髙橋 赤坂中 安田 岐北中 山崎

星和中 箕浦 赤坂中 石田 岐北中 玉井

星和中 松山 赤坂中 上野 南ヶ丘中 奥村

星和中 林 赤坂中 柳詰 神渕中 阿部

松倉中 砂田 赤坂中 片野 美濃中 鈴木

松倉中 桐間 赤坂中 大林 美濃中 中島

白鳥中 大原 赤坂中 廣瀬 美濃中 神山

真正中 野島 赤坂中 松葉 美濃中 野村

真正中 國枝 東長良中 後藤 美濃中 髙橋

男子１部 男子１年２部 男子２年２部



真正中 山河 東長良中 山田 美濃中 渡辺

真正中 松浦 東長良中 日比野 美濃中 吉岡

那加中 畠山 東長良中 藤井 美濃中 森秀

那加中 山田 東長良中 武藤 美濃中 松並

那加中 伊藤 東長良中 舩渡 美濃中 森匡

池田中 勝野 東長良中 山本 美濃中 清水

池田中 野原 東長良中 栗栖 美濃中 山口

池田中 水上 東長良中 古田 美濃中 永田

池田中 河瀬 本荘中 上野 美濃中 吉田

池田中 竹中 本荘中 前平 美濃中 那須

池田中 髙川 本荘中 川瀬 美濃中 市原

池田中 小寺 本荘中 西形 美濃中 古田

池田中 川島 本荘中 尾関 神戸中 峠

池田中 松尾 本荘中 大平 神戸中 佐藤

池田中 髙田 本荘中 田中 神戸中 石原

池田中 可児 本荘中 稲垣 神戸中 岩﨑

不破中 水野 本荘中 小牧 神戸中 中田

不破中 三輪 本荘中 神谷 神戸中 安藤

日枝中 木村 真正中 清水 神戸中 藤本

日枝中 吉村 那加中 矢口 中部中 山田

岐南中 大塚 那加中 青出木 各中央中 山口

岐南中 武仲 那加中 神田 各中央中 牧野

岐南中 小林 那加中 野中 各中央中 後藤

岐南中 北田 那加中 川瀬 鵜沼中 小川

岐南中 白山 那加中 大原 鵜沼中 井谷

荘川中 三島 那加中 武藤 鵜沼中 坂内

荘川中 荒川 高富中 小南 鵜沼中 長縄

荘川中 道下 高富中 菊池 星和中 中村

八幡中 黒田 高富中 桑原 星和中 跡部

川島中 秋田谷 高富中 栗本 星和中 住本

川島中 森 高富中 古川 松倉中 田中

川島中 野田 高富中 山之腰 松倉中 都竹

大垣北中 義盛 池田中 永田 東長良中 関谷

大垣北中 鈴木 池田中 棚橋 東長良中 若山

大垣北中 小川 池田中 片山 東長良中 大野

大垣北中 倉橋 池田中 八田 東長良中 早川

大垣北中 安田 池田中 福永 東長良中 藤根

池田中 石田 東長良中 安田

池田中 今西 恵那西中 櫻井



池田中 藤墳 恵那西中 鈴木

日枝中 長田 恵那西中 菅野

日枝中 駒澤 本荘中 坂本

日枝中 水木 本荘中 後藤

日枝中 和仁 本荘中 服部

日枝中 高橋 本荘中 原山

日枝中 中井 本荘中 一柳

日枝中 谷口友 本荘中 馬淵

日枝中 谷口颯 揖斐川中 藤垣

日枝中 道洞 揖斐川中 長尾

日枝中 大西 真正中 大塚

川島中 小川 真正中 矢野

川島中 尾関 真正中 畑中

川島中 小林 真正中 塩谷

大垣北中 衣斐 真正中 松永

大垣北中 渡邉 那加中 長脊

那加中 青山

那加中 牧田

那加中 平田

藍川中 古谷

高富中 杉山

高富中 鷲見

池田中 淺野

不破中 石井

日枝中 下田

日枝中 菅沼

日枝中 高石

日枝中 八野

日枝中 洞口

日枝中 桑原

日枝中 瀬川

岐南中 小島

岐南中 松木

岐南中 安田

岐南中 熊谷

朝日中 尾﨑

八幡中 大畑

八幡中 髙原

八幡中 和田



八幡中 穴澤

八幡中 鈴木

八幡中 小澤



羽島中 三浦 北稜中 伊佐治 北稜中 上村

桜丘中 横山 北稜中 大隈 桜丘中 元島

長森中 國島光 北稜中 小島 長森中 筒井

長森中 國島虹 長森中 赤地 長森中 藤澤

境川中 奥村 境川中 栗本愛 長森中 中島

境川中 長野 境川中 栗本鈴 長森中 森

境川中 山岸 加納中 名和 加納中 冨士野

境川中 浅井 加納中 大塚 加納中 高橋

糸貫中 大熊碧 加納中 清水 加納中 安田

糸貫中 伊藤七 加納中 伊藤 加納中 水野

糸貫中 大熊愛 加納中 釘宮 加納中 苅田

糸貫中 安藤 加納中 坂口 多治見中 安藤

糸貫中 西垣 加納中 三山 陶都中 佐藤

糸貫中 伊藤な 加納中 宮部 岩野田中 大橋

笠原中 杉原 加納中 乙部 岐北中 横山

多治見中 吉川 加納中 西部 岐北中 長屋

多治見中 河合 笠原中 井上 岐北中 久世紗

北方中 稲川 笠原中 水野優 岐北中 豊田

北方中 吉井咲 笠原中 黒瀧 岐北中 桐山

北方中 吉井倖 笠原中 水野利 岐北中 高村

精華中 永田 蘇原中 野原 岐北中 久世梨

精華中 舘 西部中 宮川 岐北中 池田

精華中 鈴木 岩野田中 熊澤 岐北中 今木

精華中 子林 大垣南中 松岡 岐北中 林

羽島中央 山田 大垣南中 長船 岐北中 日下部

中島中 上村 大垣南中 川井 岐北中 宇佐美

江並中 安田 大垣南中 川瀬 岐北中 不破

陶都中 荒井 大垣南中 松原 岐北中 松葉

陶都中 村松 大垣南中 加藤 岐北中 安田

西部中 甲林 大垣南中 大澤 岐北中 古田

西部中 亀石 大垣南中 田中 岐北中 橋本

西部中 奥田 大垣南中 松浦 岐北中 北

西部中 神原 大垣東中 山田 岐北中 玉木

西部中 宇納 大垣東中 澤田 星和中 野原

西部中 平松 各中央中 古山 星和中 石原

西部中 髙木 各中央中 堀江 大垣南中 奥口

岩野田中 福田 各中央中 加藤 大垣南中 松原

岩野田中 白木 各中央中 西尾 大垣南中 安田

女子１部 女子１年２部 女子２年２部



岐北中 玉木 各中央中 佐藤 大垣南中 松波

岐北中 野々村 各中央中 田村 大垣南中 幸野

稲羽中 堀 各中央中 望月 大垣南中 河合

星和中 藤野 各中央中 足立 大垣東中 山下

星和中 川瀬 各中央中 永田 大垣東中 納

星和中 草野 神戸中 名倉 大垣東中 本村

星和中 戸川 神戸中 河瀬 大垣東中 高木

大垣南中 松原 神戸中 平野 大垣東中 川﨑

大垣南中 梅田 神戸中 橋本 大垣東中 鳴川

大垣南中 野原 神戸中 棚橋 大垣東中 山田

大垣南中 海平 岐大附中 武井 大垣東中 澤田

大垣南中 志津 笠松中 中村 鵜沼中 長尾

大垣南中 中島 笠松中 渡邊 鵜沼中 林下

大垣南中 五島 笠松中 高橋 鵜沼中 廣江

大垣東中 淺野 笠松中 森 鵜沼中 加藤葵

大垣東中 山田 高田中 木村 鵜沼中 杉山

大垣東中 林 高田中 伊藤 鵜沼中 古川

大垣東中 松岡 高田中 桐山 鵜沼中 谷

大垣東中 山口 高田中 幸田 鵜沼中 加藤愛

大垣東中 大月 高田中 森山 赤坂中 伊藤

大垣東中 矢野 南ヶ丘中 富田 赤坂中 多賀

鵜沼中 鈴木 美濃中 服部 赤坂中 和田

鵜沼中 朝日 美濃中 河上 各中央中 水野

鵜沼中 左高 美濃中 村井 各中央中 波多野

赤坂中 酒向 東長良中 田中 各中央中 前川

赤坂中 平井 東長良中 林 各中央中 小林

赤坂中 田中 東長良中 木村 各中央中 坂本

赤坂中 江崎 東長良中 鎌倉 各中央中 飯島

赤坂中 宮島 東長良中 青木 各中央中 三代

赤坂中 岩田 東長良中 野田 各中央中 樋口

赤坂中 池井戸 東長良中 中川 各中央中 丹羽

赤坂中 安藤 恵那西中 井田 各中央中 佐藤ほ

赤坂中 須網 白鳥中 杉俣 各中央中 佐藤希

各中央中 藤田 本荘中 大川 各中央中 別城

各中央中 西村 本荘中 横井 各中央中 佐藤美

各中央中 山口 本荘中 堀江 各中央中 黒川

各中央中 下村 本荘中 稲垣 中部中 加納

中山中 清水 真正中 中村 中部中 奥村

中山中 小倉 真正中 後藤 中部中 野邑



中山中 渡邊 那加中 伊藤 中部中 淺井

神戸中 佐伯 高富中 橋詰 中部中 奥村か

神戸中 橋本 高富中 向山 中部中 大久保

神戸中 宇野 高富中 加納 中部中 荻須

神戸中 安田 池田中 森 中部中 奥村柚

神戸中 遠藤 池田中 米山 中部中 村田

笠松中 深田 池田中 川瀨 中部中 佐藤

笠松中 廣瀬 池田中 秋本 中部中 橋爪

高田中 山幡 池田中 池田 神戸中 上村

八幡西中 藤田 不破中 北島 神戸中 関谷

白鳥中 尾村 不破中 岩田 神戸中 一柳

白鳥中 白石 日枝中 岡谷 神戸中 河合

白鳥中 谷合 日枝中 野村 神戸中 日比野

白鳥中 生田 日枝中 大川 神戸中 島岡

白鳥中 三島 日枝中 住野 笠松中 雁金

白鳥中 長谷川 日枝中 葛西 笠松中 伊佐治

白鳥中 寺田 日枝中 髙ノ山 笠松中 南谷

白鳥中 杉澤 日枝中 森田 笠松中 山下

白鳥中 丸田 岐南中 伏屋 高田中 若山

本荘中 小谷 岐南中 浅海 高田中 加納

揖斐川中 藤原 岐南中 青木 高田中 宮代

揖斐川中 細野 岐南中 ムングニズル 高田中 髙木

真正中 佐藤 岐南中 佐藤 高田中 濱本

真正中 林 岐南中 伊川 高田中 和田

真正中 吉田優 朝日中 橋本 高田中 小林

真正中 後藤 朝日中 古本 高田中 浅野

真正中 吉田朱 朝日中 水口 神渕中 大谷

真正中 山本 八幡中 谷口 南ヶ丘中 中西

真正中 北川 南ヶ丘中 飯島

真正中 杉山 南ヶ丘中 猿爪

真正中 守屋 美濃中 伊藤

真正中 若原 美濃中 中山

那加中 中島 美濃中 河合

那加中 林 美濃中 足立

那加中 川島 美濃中 市原

池田中 加藤 東長良中 西川

池田中 横山 東長良中 小森

池田中 松永 東長良中 安藤

池田中 久保田 東長良中 杉山



池田中 清水 東長良中 山田

池田中 森永 東長良中 山口

池田中 土屋 恵那西中 永谷

池田中 成瀬 恵那西中 水野

不破中 髙木 恵那西中 加川

不破中 山田ち 恵那西中 纐纈

不破中 藤墳 恵那西中 林

不破中 松岡 恵那西中 永治

不破中 藤塚 恵那西中 安藤

不破中 清水 本荘中 山川

不破中 木本 本荘中 加納

不破中 坂東 本荘中 浅野

不破中 加藤 本荘中 木村

不破中 山田夢 本荘中 射庭

不破中 山賀 本荘中 鷲見

不破中 近藤 本荘中 加藤

不破中 三宅 揖斐川中 岩井

日枝中 桂川 真正中 山下

日枝中 西尾 真正中 青木

岐南中 山田 真正中 梅田

岐南中 竹島 真正中 森本

岐南中 武仲 真正中 森

岐南中 岡田 那加中 関谷

岐南中 東江 那加中 福田

岐南中 河田 那加中 原

岐南中 塚原 那加中 平光

岐南中 金森 那加中 鈴木

岐南中 後藤 那加中 亀岡

荘川中 田口 那加中 平光

荘川中 遠所 那加中 坂井

荘川中 森永 那加中 鍜治舎

荘川中 三島 那加中 山田

八幡中 青木 那加中 小椋

川島中 藤原 那加中 奥村

川島中 内田 那加中 今尾

川島中 山田 那加中 岩田

川島中 尾関 那加中 山下

大垣北中 山下 高富中 長屋

大垣北中 河合 高富中 松下



大垣北中 淵上 高富中 大橋

大垣北中 栗田 高富中 宇野

大垣北中 松下 高富中 小瀬

大垣北中 佐藤 高富中 見﨑

大垣北中 横山 池田中 林

大垣北中 増田 池田中 中田

池田中 國枝

池田中 市川

不破中 早野

日枝中 上川渡

岐南中 松下

岐南中 今井

岐南中 櫻井

岐南中 片桐結

岐南中 片桐詩

岐南中 野田

岐南中 伊藤

岐南中 長谷川

岐南中 伊川

岐南中 玉井

岐南中 眞室

岐南中 臼井

朝日中 石原

朝日中 木戸脇

朝日中 中村

荘川中 水尻

八幡中 吉田

八幡中 北瀬

八幡中 八木

川島中 杉本

川島中 後藤

川島中 富田

川島中 溝口


