
第３８回 徳島県春季実業団バドミントン大会第３８回 徳島県春季実業団バドミントン大会第３８回 徳島県春季実業団バドミントン大会第３８回 徳島県春季実業団バドミントン大会

期 日 令和元年５月２６日（日） 午前９時～期 日 令和元年５月２６日（日） 午前９時～期 日 令和元年５月２６日（日） 午前９時～期 日 令和元年５月２６日（日） 午前９時～

会 場 アミノバリューホール サブ体育館会 場 アミノバリューホール サブ体育館会 場 アミノバリューホール サブ体育館会 場 アミノバリューホール サブ体育館

主 催 徳島県実業団バドミントン連盟主 催 徳島県実業団バドミントン連盟主 催 徳島県実業団バドミントン連盟主 催 徳島県実業団バドミントン連盟

連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項

１ 本大会は(財)日本バドミントン協会競技規則，大会運営規程並びに１ 本大会は(財)日本バドミントン協会競技規則，大会運営規程並びに１ 本大会は(財)日本バドミントン協会競技規則，大会運営規程並びに１ 本大会は(財)日本バドミントン協会競技規則，大会運営規程並びに

公認審判員規定に則り行います。公認審判員規定に則り行います。公認審判員規定に則り行います。公認審判員規定に則り行います。

２ 試合はダブルスから開始し，シングルスを行います。但しコートの運営上２ 試合はダブルスから開始し，シングルスを行います。但しコートの運営上２ 試合はダブルスから開始し，シングルスを行います。但しコートの運営上２ 試合はダブルスから開始し，シングルスを行います。但しコートの運営上

シングルスが入ることがあります。また，マイクによる放送はしませんシングルスが入ることがあります。また，マイクによる放送はしませんシングルスが入ることがあります。また，マイクによる放送はしませんシングルスが入ることがあります。また，マイクによる放送はしません

のでご注意ください。のでご注意ください。のでご注意ください。のでご注意ください。

３ 試合は正式ゲーム(２１点３ゲームマッチ)で行いますが，試合数(大会運営)の３ 試合は正式ゲーム(２１点３ゲームマッチ)で行いますが，試合数(大会運営)の３ 試合は正式ゲーム(２１点３ゲームマッチ)で行いますが，試合数(大会運営)の３ 試合は正式ゲーム(２１点３ゲームマッチ)で行いますが，試合数(大会運営)の

関係から練習は認めません。ご協力ください。関係から練習は認めません。ご協力ください。関係から練習は認めません。ご協力ください。関係から練習は認めません。ご協力ください。

４ アリーナ内では，競技中に限り水分補給が認められていますが，その他の飲食は４ アリーナ内では，競技中に限り水分補給が認められていますが，その他の飲食は４ アリーナ内では，競技中に限り水分補給が認められていますが，その他の飲食は４ アリーナ内では，競技中に限り水分補給が認められていますが，その他の飲食は

一切認められていませんのでご注意ください。一切認められていませんのでご注意ください。一切認められていませんのでご注意ください。一切認められていませんのでご注意ください。

５ 貴重品の保管は個人の責任で行ってください。また，コートの後片付けは５ 貴重品の保管は個人の責任で行ってください。また，コートの後片付けは５ 貴重品の保管は個人の責任で行ってください。また，コートの後片付けは５ 貴重品の保管は個人の責任で行ってください。また，コートの後片付けは

各チームで責任をもって清掃してください。各チームで責任をもって清掃してください。各チームで責任をもって清掃してください。各チームで責任をもって清掃してください。



◆ 一般男子 複 １部◆ 一般男子 複 １部◆ 一般男子 複 １部◆ 一般男子 複 １部

熊村康利 雑賀昭光熊村康利 雑賀昭光熊村康利 雑賀昭光熊村康利 雑賀昭光

田村岳之 22―24 高田皓平田村岳之 22―24 高田皓平田村岳之 22―24 高田皓平田村岳之 22―24 高田皓平

(徳島県庁) 22―20 12―21 (徳島県庁)(徳島県庁) 22―20 12―21 (徳島県庁)(徳島県庁) 22―20 12―21 (徳島県庁)(徳島県庁) 22―20 12―21 (徳島県庁)

21―13 21―1021―13 21―1021―13 21―1021―13 21―10

江藤亮平 21―17江藤亮平 21―17江藤亮平 21―17江藤亮平 21―17

所 聖太所 聖太所 聖太所 聖太

(大塚製薬) 14―21 弘田 昴(大塚製薬) 14―21 弘田 昴(大塚製薬) 14―21 弘田 昴(大塚製薬) 14―21 弘田 昴

4―21 山口拓也4―21 山口拓也4―21 山口拓也4―21 山口拓也

笹岡典史 (ジェイテクト)笹岡典史 (ジェイテクト)笹岡典史 (ジェイテクト)笹岡典史 (ジェイテクト)

松下幸介松下幸介松下幸介松下幸介

(日亜化学)(日亜化学)(日亜化学)(日亜化学)

◆ 一般男子 単 １部◆ 一般男子 単 １部◆ 一般男子 単 １部◆ 一般男子 単 １部

間 大資 熊村康利間 大資 熊村康利間 大資 熊村康利間 大資 熊村康利

(徳島市役所) 21―15 21― 9 (徳島県庁)(徳島市役所) 21―15 21― 9 (徳島県庁)(徳島市役所) 21―15 21― 9 (徳島県庁)(徳島市役所) 21―15 21― 9 (徳島県庁)

21― 4 10―21 21―1121― 4 10―21 21―1121― 4 10―21 21―1121― 4 10―21 21―11

松下幸介 14―21 笹岡典史松下幸介 14―21 笹岡典史松下幸介 14―21 笹岡典史松下幸介 14―21 笹岡典史

(日亜化学) 21―17 21―10 (日亜化学)(日亜化学) 21―17 21―10 (日亜化学)(日亜化学) 21―17 21―10 (日亜化学)(日亜化学) 21―17 21―10 (日亜化学)

13―21 15―2113―21 15―2113―21 15―2113―21 15―21

弘田 昴 21―18 21―13 田村岳之弘田 昴 21―18 21―13 田村岳之弘田 昴 21―18 21―13 田村岳之弘田 昴 21―18 21―13 田村岳之

(ジェイテクト)10―21 21―23 (徳島県庁)(ジェイテクト)10―21 21―23 (徳島県庁)(ジェイテクト)10―21 21―23 (徳島県庁)(ジェイテクト)10―21 21―23 (徳島県庁)

14―21 21―1314―21 21―1314―21 21―1314―21 21―13

明井将輝 12―21 山田博文明井将輝 12―21 山田博文明井将輝 12―21 山田博文明井将輝 12―21 山田博文

(徳島県庁) (阿南市役所)(徳島県庁) (阿南市役所)(徳島県庁) (阿南市役所)(徳島県庁) (阿南市役所)

◆ 一般男子 複 ２部 エントリー無し◆ 一般男子 複 ２部 エントリー無し◆ 一般男子 複 ２部 エントリー無し◆ 一般男子 複 ２部 エントリー無し

◆ 一般男子 単 ２部◆ 一般男子 単 ２部◆ 一般男子 単 ２部◆ 一般男子 単 ２部

吉岡 努 江藤亮平吉岡 努 江藤亮平吉岡 努 江藤亮平吉岡 努 江藤亮平

(大塚製薬) 21―12 (大塚製薬)(大塚製薬) 21―12 (大塚製薬)(大塚製薬) 21―12 (大塚製薬)(大塚製薬) 21―12 (大塚製薬)

21―10 21―10 21―1321―10 21―10 21―1321―10 21―10 21―1321―10 21―10 21―13

21―11 12―2121―11 12―2121―11 12―2121―11 12―21

所 聖太 21― 6所 聖太 21― 6所 聖太 21― 6所 聖太 21― 6

(大塚製薬)(大塚製薬)(大塚製薬)(大塚製薬)

22―20 輝尾明人22―20 輝尾明人22―20 輝尾明人22―20 輝尾明人

15―21 (全教職員)15―21 (全教職員)15―21 (全教職員)15―21 (全教職員)

山口拓也 4―21山口拓也 4―21山口拓也 4―21山口拓也 4―21

(ジェイテクト)(ジェイテクト)(ジェイテクト)(ジェイテクト)


