
令和３年度 岐阜県中学生バドミントン選手権大会（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。 

競技開催に向けて以下のような措置にご協力とご理解をよろしくお願い致します。 

 

【１】参加選手の中学校名および選手名・参加料事前振り込み学校確認のお願い 

 多数の参加ありがとうございます。女子１８５名・男子１７６名の参加申し込みをいただきました。 

主務者が参加申し込み書を確認しながら、組み合わせ等を制作するにあたって、中学校名と選手の名前間違いが

ないかの確認をお願い致します。それに加え、何度も要項を更新した結果、当初は参加費事前に振り込みと記載

がありましたが、現在は現地徴収に切り替えております。事前に参加費の振り込みが確認できる中学校には黄色

の印がふってあります。もし、間違いがあれば主務者（平池のメール）までご連絡ください。 

 名簿は別紙を確認してください。※４月２９日までにご確認よろしくお願い致します。 

 

【２】当日の運営に関わる役員及び生徒について 

運営に関わる役員について 

以下の先生方に本大会の役員派遣をさせていただき、当日の運営にご協力ください。 

(運営役員は引率者の人数には含めない) 

５月１５日の集合時間については、後日ご連絡します。 

都合のつかない先生は５月５日(水)までに大会担当の平池にご連絡ください。 

中学校名 氏名 

岐阜市立岐北中学校 平池直哉 

下呂市立萩原南中学校 古谷卓也先生 

岐南町立岐南中学校 髙橋宏輔先生 

大垣市立北中学校 大橋擁太郎先生 

各務原市立桜丘中学校 米村惠吾先生 

岐阜市立本荘中学校 堀愛梨先生 

※運営協力していただける方が見えましたら、主務者までご連絡ください。 

 

【３】参加校大会引率者について 

本大会もコロナ禍での開催になりますので、各校の大会引率者を『１名』とさせていただきます。 

引率者については、学校の実態を加味したうえで、選手がケガや病気、トラブルになった際の対応ができる方で

お願い致します。 

 昨年度は引率者のルールを守っていただけない東濃地区の学校がありましたので、ルールを守って、いただけ

るようによろしくお願い致します。 

 

 

 

 



【４】競技の流れについて 

 大会に関わる人数を最小人数にしていきたいので、以下の大会運営を各学校でリハーサルしていただき、大会

の臨むようによろしくお願い致します。組み合わせについては、後日連絡します。 

【競技の流れ】 

※基本的の全試合２１点１ゲームで進行します。 

※敗退した選手は館内から退出し、帰宅できるようにしてください。 

※選手招集は行いません。放送を聞いて、試合コートに入れるようにしてください。 

組み合わせ例 

 

 

 

 

 

 

①組み合わせ例の試合番号１・３番が１コートに同時に入ります。 

 (１)１コート付近に試合番号４・５番の選手は待機する。 

②試合番号１番の選手が試合を行います。その際の審判は試合番号３番の選手が行います。 

③試合番号１番の試合が終了後、同コートに試合番号３番の選手が試合を行う。その際の審判は試合番号１番の

選手が行います。 

④試合番号３番の試合終了後、フロアから退出する。その際にスコアシートを提出する。 

⑤前の試合終了後、１コートで試合番号４番の試合を行います。その際の審判は試合番号５番の選手が行います。 

⑥試合番号４番の試合が終了後、同コートに試合番号５番の選手が試合を行う。その際の審判は試合番号４番の

選手が行います。 

この試合の流れを準決勝まで、行います。準決勝で敗退した選手は決勝の審判も行ってもらいます。 

 

【５】今後の中学生大会（協会主催・中体連主催等）に関わる連絡について 

本大会の参加に関わって、多数の連絡や質問が主務者である平池の勤務校にありました。連絡される先生方や

保護者の方の中にはバドミントン競技に関わることが初めての方もお見えになり、困っている様子もありました。

しかしながら、連絡していただく方の中には、かなり失礼極まりない方もお見えになり、学校業務に支障がでる

ほどでした。自校の生徒さんを参加漏れがないように顧問の先生や保護者の方が一生懸命動いていただけること

は生徒さんも幸せだと思います。しかし、自分のエゴや自己中心的な行動が人を傷つけ、不快な思いにさせてし

まう方が生徒さんの前でどのような指導ができるのでしょうか。大会運営側も参加者側も協力して大会運営を行

う事が生徒さんの有意義な時間になると思います。 

 そこで、今後平池に連絡する際は以下のようにお願い致します。 

①メールにて平池に連絡する。その際に、質問したい内容と携帯番号の記載をしてください。 

②連絡を受けとった主務者がメール又は電話連絡で対応します。 

※主務者の通常業務もありますので、連絡する時間帯指定はできません。 

k1014410@gmail.com（大会主務者平池） 

 

 

 

 

mailto:k1014410@gmail.com


令和３年度 岐阜県中学生バドミントン選手県大会(単)参加名簿 
男子参加名簿 

※確認事項 ①学校名・選手名の記載間違い ②黄色の印は参加費振り込み済み ③選手記載漏れ 

学校名 名前 学校名 名前 

清見中 下小家 空 緑ヶ丘中 松山 幸誠 

北方中 大川 恭平 緑ヶ丘中 森 稜太 

岐阜西中 神谷 顕太朗 緑ヶ丘中 藤城 敦宥 

岐阜西中 大屋 和史 川辺中 古田 涼 

岐阜西中 大野 結生 川辺中 岩田 壮臣 

岐阜西中 石田 一翔 川辺中 新藤 大和 

岐阜西中 近藤 瑛太 川辺中 樋口 翔太 

中島中 上村 伊涼 緑葉中 松本 元気 

糸貫中 石原 颯馬 岐南中 上田 恭 

境川中 浅井 完介 岐南中 清水 陽斗 

境川中 古田 創一朗 岐南中 小島 大和 

境川中 勝山 一期 岐南中 松木 麒 

境川中 鷲見 朔祐 南ヶ丘中 杉浦 礼也 

境川中 浅井 星七 南ヶ丘中 信藤 康太 

加納中 清水 琉生 南ヶ丘中 荒川 琉晟 

加納中 塩谷 悠一郎 南ヶ丘中 津田 翔 

加納中 早野 誓真 鵜沼中 早川 大惺 

精華中 加藤 雄大 鵜沼中 髙岡 樹 

西部中 竹中 望 鵜沼中 宮田 陽平 

西部中 原田 煌世 鵜沼中 早川 拓輝 

西部中 河合 奎弥 星和中 髙橋 望来 

羽島中央 加納 和希 星和中 箕浦 拓也 

大垣北中 鈴木 亮賀 星和中 渡邉 陸 

大垣北中 義盛 蒼空 星和中 林 晃生 

大垣北中 鈴木 脩真 本荘中 操 裕一郎 

大垣北中 小川 流我 本荘中 坂井田 圭悟 

大垣北中 倉橋 遥希 本荘中 谷内 理秀 

大垣北中 安田 大希 本荘中 大洞 優樹 

岐北中 渡辺 隆次 笠松中 尾藤 陽太 

岐北中 澤頭 柊 笠松中 平岩 朋紀 

岐北中 池田 湧三郎 笠松中 深田 空良 

岐北中 ジダネ イブラヒム 笠松中 片桐 一寿 

藍川中 北野 颯汰 大野中 関野 遥斗 

藍川中 古谷 太佑 大野中 河田 佑汰 

揖斐川中 内藤 樹希 大野中 目加田 聖斗 



揖斐川中 藤垣 健太 大野中 久世 琉聖 

揖斐川中 若原 佑成 蘇原中 大野 璃空 

岐阜東中 各務 太智 八幡中 大畑 樹 

笠原中 奥村 祐月 八幡中 和田 朋也 

笠原中 中嶋 海翔 八幡中 髙原 稜 

笠原中 伊藤 誇一 八幡中 穴澤 雄哉 

笠原中 若葉 陽美樹 日枝中 武井 祐月 

笠原中 佐分利 地球 日枝中 梶井 大喜治 

恵那西中 井田 遥翔 日枝中 木村 魁里 

恵那西中 櫻井 鋭 日枝中 長田 琉希 

恵那西中 鈴木 唯斗 不破中 小川 聖矢 

恵那西中 菅野 要 不破中 平塚 輝也 

東長良中 岩田 悠生 不破中 黄 仁釈 

東長良中 関谷 海翔 不破中 石井 庸介 

東長良中 辻 脩人 真正中 梅本 爽楽 

東長良中 小山 拓也 真正中 川瀬 晃汰 

根尾中 石川 悠真 真正中 片山 将吾 

根尾中 髙橋 蒼大 真正中 後藤 久弥 

根尾中 髙橋 瑛大 美濃中 鈴木 琢斗 

羽島中 山本 琉聖 美濃中 中島 啓佑 

羽島中 長屋 奏和 美濃中 神山 諒成 

大垣東中 岩田 稜太 美濃中 野村 悠太 

大垣東中 髙田 兼伍 池田中 勝野 友理 

大垣東中 残馬 史苑 池田中 野原 皓斗 

赤坂中 髙田 律弥 池田中 河瀬 治睴 

青山中 山口 樂人 池田中 竹中 駿太 

帝京可児 三宅 玄馬 池田中 髙川 矢馬飛 

帝京可児 加藤 周 池田中 森 龍弥 

帝京可児 呉本 隼優 池田中 川島 大知 

帝京可児 加藤 宏樹 各中央 藤田 蒼生 

北陵中 林 明日翔 各中央 藁科 有輝 

北陵中 伊藤 奏翔 各中央 坂井 壱瑳 

北陵中 福田 尊己 各中央 神田 倖太朗 

北陵中 武山 将士 揖東中 野村 怜央 

西可児中 小林 翼 穂積中 足立 時野 

岐大附属 川尻 創太 穂積中 横山 史恩 

松倉中 砂田 大和 穂積中 上坂 有成 

松倉中 田中 敦士 穂積中 真木 優佑 

松倉中 都竹 惣一朗 穂積中 奥村 恭成 



朝日中 阿部 恵三 桜丘中 平光 陽翔 

日新中 川瀨 理生 桜丘中 水谷 慶太 

中津川一 小畑 竜之佑 桜丘中 足立 優希 

白鳥中 寺田 亘輝 桜丘中 加納 智仁 

白鳥中 大原 蒼矢 長良中 大野 亮 

川島中 倉富 結宝 長良中 宮次 晃玄 

川島中 畑中 琉 長良中 岡本 健志 

川島中 小田 凱斗 長良中 川﨑 多矩奈 

川島中 永田 晃生 荘川中 三島 宗一郎 

長森中 矢羽々 楓月 荘川中 三島 恵亮 

長森中 舩津 寛太 荘川中 荒川 琥珀 

長森中 須广 幸輝 荘川中 道下 慎一郎 

長森中 澤田 真嘉 高富中 松村 梨玖 

  高富中 杉山 泰陽 

  高富中 古村 唯翔 

  緑ヶ丘中 松山 幸誠 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度 岐阜県中学生バドミントン選手県大会(単)参加名簿 
女子参加名簿 

※確認事項 ①学校名・選手名の記載間違い ②黄色の印は参加費振り込み済み ③選手記載漏れ 

学校名 名前 学校名 名前 

岩野田中 福田 愛花 白鳥中 佐藤 優奈 

岩野田中 白木 真奈 白鳥中 植村 琴巴 

岩野田中 大橋 怜奈 白鳥中 山越 紀季 

岩野田中 熊澤 梨奈 白鳥中 三島 唯 

北方中 吉井 愛莉 中山中 瀬ノ上 杏珠 

北方中 稲川 実玖 中山中 小倉 麻由奈 

北方中 吉井 咲穂 中山中 渡邊 百葉 

北方中 吉井 倖穂 中山中 清水 絢葉 

陶都中 荒井 汐帆 川島中 尾関 亜海 

陶都中 村松 利香 川島中 山田 桜愛 

陶都中 佐藤 優宇 川島中 高野 絢音 

桑原学園 戸田 唯帆 川島中 海老原 萌音 

岐阜西中 金井 美樹 長森中 村瀬 結衣子 

中島中 田内 尚子 長森中 遠山 爽陽 

糸貫中 大熊 碧波 長森中 國島 光葉 

糸貫中 伊藤 七海 長森中 國島 虹葉 

糸貫中 大熊 愛菜 川辺中 佐伯 紗彩 

糸貫中 西垣 愛理 川辺中 大久保 帆埜 

境川中 武田 真奈 川辺中 奥村 夢実 

境川中 奥村 杏 川辺中 小菅 永愛 

境川中 安井 遥菜 岐南中 白川 純 

境川中 大浦 歩 岐南中 山田 桧菜乃 

加納中 泉谷 涼葉 岐南中 後藤 美命 

加納中 遠藤 愛 岐南中 竹島 みさと 

加納中 小森 望美 岐南中 多和田 衣緒理 

加納中 川瀨 望実 岐南中 澤田 歩佳 

精華中 立花 侑愛 岐南中 松野 莉奈 

精華中 永田 冴南 鵜沼中 長谷川 和奏 

精華中 井上 さくら 鵜沼中 八木 華穂 

精華中 舘 成美 鵜沼中 吉川 凛香 

多治見中 河合 伶南 鵜沼中 武藤 汐里 

多治見中 吉川 綾乃 星和中 日比野 夢衣 

多治見中 安藤 千紘 星和中 後藤 千尋 

西部中 安福 万澄 星和中 稲川 美緒 

西部中 甲林 美来 星和中 稲川 結友 



西部中 大橋 希美 八幡西中 藤田 桃歌 

西部中 山田 麻姫 本荘中 小谷 真由 

西部中 野上 結衣 本荘中 國井 彩愛 

羽島中央 山田 芽依 本荘中 亀山 茉有佳 

蘇原中 吉永 晴香 本荘中 中島 千和 

蘇原中 野村 香帆 笠松中 松原 きらり 

大垣北中 山下 紗依 笠松中 竹内 椛乃 

大垣北中 外山 乃彩 笠松中 足立 陽香 

大垣北中 山下 真依 笠松中 古田 那優 

大垣北中 早野 滴 大野中 渡邉 あづ奈 

大垣北中 矢野 佐也香 大野中 林 萌華 

大垣北中 栗田 愛結 大野中 仲野 真央 

大垣北中 佐藤 陽菜 大野中 伊藤 琉依榎 

岐北中 長屋 美桜 稲羽中 堀 羽澄 

岐北中 横山 菜摘 八幡中 渡邊 華菜 

岐北中 河村 心結 八幡中 石田 小桜 

岐北中 國島 菜稀 八幡中 矢野原 皐 

小坂中 古谷 桜咲 八幡中 細川 和夏 

藍川中 白木 杏実 日枝中 桂川 莉香 

揖斐川中 坪井 陽菜 日枝中 清水 聖来 

揖斐川中 宮内 海音 日枝中 佐藤 杏珠 

揖斐川中 藤原 タンヤ 日枝中 谷口 紗帆 

揖斐川中 河合 沙弥 不破中 髙木 杏奈 

揖斐川中 岩井 心晴 不破中 藤墳 羽澄 

笠原中 杉原 望月 不破中 國井 菜々美 

笠原中 清水 璃音 不破中 齋藤 琉奈 

笠原中 村瀬 歌里菜 不破中 山田 ちな 

笠原中 水上 夕維 大垣南中 浅野 結花 

恵那西中 永谷 瑠菜 大垣南中 堀内 優妃 

恵那西中 加川 空葉 大垣南中 五島 万穂 

恵那西中 菅野 葵 大垣南中 中島 双葉 

恵那西中 水野 結杏 真正中 長屋 采夏 

東長良中 岡田 懐 真正中 西岡 理華 

東長良中 西川 彩乃 真正中 山本 愛奈 

東長良中 小森 舞佳 真正中 北川 千杏希 

東長良中 西垣 茜 美濃中 古田 来未 

羽島中 義盛 陽菜 美濃中 佐藤 流夏 

羽島中 寺薗 未姫 美濃中 井戸 紺羽来 

羽島中 三浦 眞優 美濃中 太田 小陽 



大垣東中 林 璃伊夏 池田中 野原 咲希 

大垣東中 矢野 佑奈 池田中 久保田 珠帆 

赤坂中 宮島 萌杏 池田中 栩川 琴里 

赤坂中 安藤 鈴彩 池田中 林 達美 

帝京可児 大川 聖奈 各中央 松井 咲羽 

帝京可児 渡邊 真央 各中央 藤田 すみれ 

帝京可児 田口 莉子 各中央 西村 彩生 

帝京可児 佐合 真依 各中央 山口 心寧 

北陵中 西脇 未尋 桜丘中 平井 陽菜 

北陵中 澤田 碧紀 桜丘中 村瀬 心優 

北陵中 岸元 星依奈 長良中 臼井 彩乃 

北陵中 小島 幸花 長良中 水野 芽衣 

坂祝中 村岡 美維 長良中 渡邊 海璃 

岐大附属 武井 えみほ 長良中 後藤 夢奈 

朝日中 屋貝 楓花 荘川中 遠所 伶望 

朝日中 木戸脇 彩花 荘川中 三島 紗貴帆 

中津川一 尾﨑 優菜 根尾中 石川 春菜 

  高富中 岡田 紗良 

  高富中 水川 心海 

  高富中 川田 美夢 

 

 


