
1.

2.

3.

・線審椅子等は着席する人が変わるごとに除菌シートで消毒をお願いします。

　試合終了時、モップ掛けをお願いします。

1. 会場への入場について

2. 会場での消毒・換気や感染防止のための処置について

・体育館入退時、試合開始、終了時は必ずアルコール消毒をしてください。

3.

・参加者の出したゴミは必ず各自で持ち帰りを徹底してください。

・マスクの着用をお願いします（競技してない選手はマスクを着用してください）

・試合前後のあいさつ時、握手は行わないものとします。

その他

・コートサイドにかご等は設置しません。各自バッグ等に収容してください。

　タオル・飲み物等、直接床に置かないようにしてください。

・開会式及び表彰式は行いません。（入賞者が決まった時点で都度表彰します）

　フロアにアルコール消毒液を設置します。

・主審板、鉛筆等の消毒は、試合終了後都度本部で行います。

・各所出入口ドア等を開放したままとします。

・２階観客席では、一定の距離を空けて着席をお願いします。

・両日とも準々決勝から公認審判員で主審を行います。

＜感染症対策＞

・本大会の入場制限はありません。但し、入場者は必ず健康状態確認シートを提出してください。

・県外選手は陰性証明書又はワクチン接種証明書の提出をお願いします。

・体育館フロアは試合時のみの使用とし待機は２階観客席を使用してください。

タイムテーブルは流し込み方式で行いますので、進行に注意し待機してください。

・１日目ダブルスの審判は敗者主審・得点表示、勝者線審でお願いします。

　後半、得点表示・線審等が人手不足となりますので、参加選手の協力をお願いします。

・２日目シングルスの審判は敗者主審・勝者得点表示でお願いします。線審は割当とします。

　タイムテーブル１段目の主審・得点表示は、シード選手にお願いします。

　タイムテーブル１段目の主審・得点表示・線審は、シード選手にお願いします。

第６６回岩手県総合バドミントン選手権大会

＜競技上の注意＞

本大会は令和３年度（公財）日本バドミントン協会競技規則並びに同大会運営規定及び

公認審判員規定により行います。

全試合正規ポイント２１点（延長３０点）３ゲームマッチで行います。



１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート １０コート

08:00

08:45 MD-1 MD-2 MD-3 MD-4 MD-5 MD-6 MD-7

09:15 WD-1 WD-2 WD-3 WD-4 WD-5 WD-6 WD-7 WD-8 WD-9 WD-10

09:45 MD-8 MD-9 MD-10 MD-11 MD-12 MD-13 MD-14 MD-15 MD-16 MD-17

10:15 MD-18 MD-19 MD-20 MD-21 MD-22 MD-23 WD-11 WD-12 WD-13 WD-14

10:45 WD-15 WD-16 WD-17 WD-18

11:15 MD-24 MD-25 MD-26 MD-27 MD-28 MD-29 MD-30 MD-31

11:45 WD-19 WD-20 WD-21 WD-22

12:30 MD-32 MD-33 MD-34 MD-35

13:15 WD-23 WD-24

14:00 MD-36 MD-37

14:45 WD-決勝 WD-三決

15:30 MD-決勝 MD-三決

１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート １０コート

線審割当 花北青雲 富士大学

08:00

08:45 MS-1 MS-2 MS-3 MS-4 MS-5 WS-1 WS-2 WS-3 WS-4

09:15 MS-6 MS-7 MS-8 MS-9 MS-10 MS-11 MS-12 MS-13 MS-14 MS-15

09:45 MS-16 MS-17 MS-18 MS-19 MS-20 MS-21 MS-22 MS-23 MS-24 MS-25

10:15 MS-26 MS-27 MS-28 MS-29 MS-30 MS-31 MS-32 MS-33 MS-34 MS-35

10:45 MS-36 MS-37 WS-5 WS-6 WS-7 WS-8 WS-9 WS-10 WS-11 WS-12

11:15 WS-13 WS-14 WS-15 WS-16 WS-17 WS-18 WS-19 WS-20

11:45 MS-38 MS-39 MS-40 MS-41 MS-42 MS-43 MS-44 MS-45 MS-46 MS-47

12:15 MS-48 MS-49 MS-50 MS-51 MS-52 MS-53

12:45 WS-21 WS-22 WS-23 WS-24 WS-25 WS-26 WS-27 WS-28

13:15 MS-54 MS-55 MS-56 MS-57 MS-58 MS-59 MS-60 MS-61

13:45 WS-29 WS-30 WS-31 WS-32

14:30 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65

15:15 WS-33 WS-34

16:00 MS-66 MS-67

16:45 WS-決勝 WS-三決

17:30 MS-決勝 MS-三決

第６６回岩手県総合バドミントン選手権大会　シングルス　タイムテーブル

第６６回岩手県総合バドミントン選手権大会　ダブルス　タイムテーブル

12月18日（土）岩手県営体育館

12月19日（日）岩手県営体育館

開館・受付・練習

開館・受付・練習

盛岡・滝沢・雫石・矢巾地区 前沢高校 花巻・北上・奥州・一関・沿岸地区



 
小形 隆仁郎 (富士大学）

佐々木 翔太 (盛岡ひがし支援学校） 阿部 大地 (東北学院大学）

石川 貴寛 (仙建工業） 山崎 遼

阿部 倫太郎 千田 陽和太

村松 優翔 千葉 浩幸

赤坂 綾斗 (岩手大学） 小笠原 克哉

羽生 莉来 (盛岡誠桜高校教） 佐々木 永遠

菊地 康介 (花北青雲） 阿部 駿介

二上 優唯斗 (前沢高校） 出雲 友也

高橋 拓夢 (JR東日本） 小林 拓海

砂川 竜輝 (花巻市） 岩渕 凜

吉田 安具利 (奥州市） 岩渕 聖雅

阿部 幹太 (東北学院大学） 大矢 空翔 (飯岡中）

髙橋 響生 狩野 誠太 (見前南中）

渡部 凜 藤田 悠矢

澤田 舜也 藤原 愛斗

新井山 晃也 前澤 柊矢

大山 達也 (北上市） 澤田 治樹

及川 心 (矢巾町） 髙橋 英樹 (北上市）

高橋 亮 (盛岡市） 伊藤 俊幸 (JR東日本）

劔持 祐之介 (盛岡白百合学園高校教）

黒田 脩生

千葉 温人 佐々木 歩生

髙橋 優心 菊地 陸隼

久保 翔太 高橋 翔太

菅原 俊輔 外川 正昭

阿部 永遠 畠山 大地

石河 楓稀 佐藤 悠

伊藤 裕哉 伊藤 駆

岩間 亮太 石田 直也

荒河 慶哉 藤元 峻太郎

三浦 侑翔 渡邊 拓也

菊地 一希 (神奈川大学） 薄衣 頼希

髙橋 隆之 (矢巾町） 髙橋 新太 (湯口中）

千葉 佑介 (一関市） 髙橋 好誠 (飯豊中）

岩渕 辰男 (川嶋印刷） 髙橋 優斗

畠山 廣也 小野寺 颯汰

照井 晴空 新田 琉惺

菅原 魁吏 平野 伊吹

藤井 海斗 阿部 健也 (一関市）

軽石 直人 (JR東日本）

(前沢高） 23

三位決定戦

39

3 31 (前沢高）

(湯口中） 7

15 (東和中）

(富士大学） 35

14 (前沢高）

22

27

13 (前沢高）

(花北青雲） 21

33 (富士大学）

(前沢高） 26 6

30 (盛岡市）

(富士大学）

37

12 38 (花北青雲）

(衣川中） 20

2 (衣川中）

(富士大学） 5

11 (滝沢南中）

19

36

18

10

(前沢高）

25 29 (富士大学）

17

9 (岩手大学）

32 34

(前沢高）

4

1 28 (盛岡市）

24

(前沢高）

男子ダブルス

16

8 (前沢中）

(矢巾中）



 
外川 実空 (盛岡市） 及川 咲 (北上市）

金野 夕香 (北上市） 中島 葵 (花巻市）

佐々木 桃子 横手 智江美

鈴木 菜々心 熊谷 幸江

中川 朝陽 鈴木 吉乃

佐藤 しずく 志田 菜々海

吉村 美耶 (花巻市） 楢木 瑞穂 (KIOXIA）

柳村 優歌 (盛岡大学） 古澤 和花 （盛岡市立）

楢木 亜弥 髙橋 愛泉 (矢巾中）

金森 未容 鈴木 理央 (大原中）

高橋 由芽 佐藤 鈴緒

畠山 都稀 森 柑奈

長山 紗千 千葉 寧々

佐々木 碧唯 小野寺 好花

熊谷 雅 (花北青雲） 高橋 乙未 (飯豊中）

志田 遥 (前沢高校） 森 眞帆 (東朋中）

長山 実央 川村 心

佐々木 陽菜 菅原 萌

桐田 志織 (盛岡市） 岩渕 鈴音

平渡 咲 (雫石町） 横田 沙良

菅原 光 (南城中） 長濱 絵里奈

畠山 来夢 (ﾊｲﾀｯﾁJBC） 菊地 香那

松原 あやな 大志田 仁陽

津田 優 黒田 紗希

長岡 朱里 佐山 莉奈 (雫石）

中島 陽菜 佐々木 鈴花 (花巻）

三位決定戦

26

(北上中） (見前中）

(北上市）

20 22

(花巻市）

5

13 17

14 18

4

(北上南）

9

3

(盛岡市）

25

10

24

(矢巾中） (花北青雲）

12 16

(盛岡第一）

(前沢高）

8

2 7

(盛岡市立）

23 (前沢高）

女子ダブルス

11

(花北青雲）

1 6

(滝沢第二中）

15

(北上ｼﾞｭﾆｱ） (盛岡市）

19 21



 

村井 蓮弥 (富士大学）

三位決定戦

69

村松 優翔 (矢巾中） 37

21 佐々木 翔太 (盛岡ひがし支援学校）

(前沢高） 45 5

3 阿部 倫太郎 (矢巾中）

菅原 槙人 (矢沢中）

53 久保 翔太 (前沢高）

伊藤 駆

(JR東日本） 57 36

20 菊地 康介 (花北青雲）

出雲 友也 (岩手大学）

61 石田 直也 (富士大学）

高橋 拓夢

佐々木 歩生 (花北青雲） 35

19 菅原 慎也 (奥州市）

菊地 陸隼 (衣川中） 52

44 赤坂 綾斗 (岩手大学）

渡邊 拓也 (前沢高） 34

18 外川 正昭 (盛岡市）

石川 貴寛 (仙建工業）

63 65 岩渕 凜 (前沢高）

藤村 慈大 (千厩中） 33

17 阿部 健也 (一関市）

岩渕 聖雅 (前沢高） 51

43 千葉 温人 (衣川中）

藤元 峻太郎 (富士大学） 32

16 佐々木 永遠 (前沢高）

畠山 大地 (盛岡市） 56 60

阿部 幹太 (東北学院大学）

小野寺 颯汰 (前沢高） 31

15 阿部 永遠 (富士大学）

羽生 莉来 (盛岡誠桜高校教員） 42 50

藤澤 洋明 (JR東日本）

佐藤 悠 (前沢高）

照井 晴空 (湯口中） 30

2 畠山 廣也 (湯口中）

菅原 魁吏 (前沢高） 66 67

14 68

伊藤 裕哉 (花北青雲） 29

藤井 海斗 (前沢高）

岩渕 蒼空 (前沢中） 49

13 大矢 空翔 (飯岡中）

二上 優唯斗 (前沢高） 28

41 岩間 亮太 (花北青雲）

小林 拓海 (岩手大学） 59

12 荒河 慶哉 (富士大学）

小形 隆仁郎 (富士大学） 27

55 劔持 祐之介 (盛岡白百合学園高校教）

菅原 俊輔 (前沢高） 48

11 渡部 凜 (前沢高）

狩野 誠太 (見前南中） 26

40 高橋 翔太 (衣川中）

(花北青雲）

高橋 亮 (盛岡市）

10 大山 達也 (北上市）

髙橋 響生 (前沢高） 62 25

64 黒田 脩生

藤田 悠矢 (富士大学） 47

9 澤田 舜也 (富士大学）

髙橋 優心 (衣川中） 24

39 髙橋 優斗 (前沢高）

(一関市）

滝田 紘平 (東北学院大学）

8 尾形 工 (JR東日本）

新井山 晃也 (富士大学） 54 23

58 千葉 佑介

(前沢高）

髙橋 新太 (湯口中）

7 藤原 愛斗 (富士大学）

阿部 駿介 (前沢高） 38 4

46 薄衣 頼希

澤田 治樹 (滝沢南中） 22

1 前澤 柊矢 (滝沢南中）

男子シングルス

軽石 直人 (JR東日本）

6 阿部 大地 (東北学院大学）



 

三位決定戦

36

(ﾊｲﾀｯﾁJBC）

12 20

佐藤 鈴緒 (花北青雲） 熊谷 雅 (花北青雲）

2 4

鈴木 理央 (大原中） 畠山 来夢

(城西中）

鈴木 吉乃 (前沢高） 24 28 佐々木 碧唯 (盛岡第一）

11 19

森 眞帆 (東朋中） 麥倉 花

(花巻市）

桐田 志織 (盛岡市） 30 32 小野寺 好花 (前沢高）

10 18

千葉 寧々 (前沢高） 中島 葵

(見前中）

23 27

長山 実央 (矢巾中） 髙橋 愛泉 (矢巾中）

9 17

菅原 萌 (花北青雲） 大志田 仁陽

33 34

金野 夕香 (北上市） 35 志田 菜々海 (前沢高）

16

長山 紗千 (盛岡第一） 外川 実空 (盛岡市）

22 26

中川 朝陽 (滝沢第二中） 髙橋 百花 (湯口中）

8

15

菅原 光 (南城中） 佐々木 陽菜 (矢巾中）

楢木 瑞穂 (KIOXIA）

佐山 莉奈 (雫石） 森 柑奈 (花北青雲）

7

14

志田 遥 (前沢高） 29 31

高橋 乙未 (飯豊中）

黒田 紗希 (見前中） 川村 心 (花北青雲）

6

3

古澤 和花 (盛岡市立） 21 25

5 13

高橋 由芽 (北上南） 三浦 由子 (前沢高）

1

女子シングルス

中島 陽菜 (花巻市） 佐々木 鈴花 (花巻）


