
平成22年度新潟日報栴餅潟騒合バドミントン軒献会
兼平成23報第1回国体棉軒前会(成年の恥

1.主

2_級

3.主

4.日

5一会

催　新潟県バドミントン協会･新潟日報社

援　三条市･三条市体育協会

管　新潟県バドミントン協会　県央支部

時　平成23年2月20日(日)午前8時30分　開会式

場　三条市絵合体育館

6.競技方法　･競技規則　平成22年度(財)日本バドミントン協会競技規則の他､

大会運営規程及び公認審判員規程による｡

･種　　別　男子･女子

･種　　目　ダブルス･シングルス

･試合方法トーナメントによる個人戦(各種目とも3位決定戦を行う)

･使用球　ヨネックス　トーナメント

7.参加資格　①平成22年度の下記大会において､その種目第4位以内の若o

(1)新潟日報杯(21年度)　　(2)国体候補選手選考会

(3)会長杯　　　　　　　　(4)田村杯･市略楯

(5)高校艦体県予選個人戦　　(6)高校選抜県予選個人戦

菜ダブルスにおいて､参加資格があるもの同士のペアを認める｡

(AB鼠とCD鼠に参加資格がある場合t AC鼠も可)

②一般および高校3年生(次年度成年選手)については､本競技委員から推薦され

た者(ベスト8)､並びに選手強化委員から推薦された者(ふるさと選手を含む)とする｡

特に､国体候補選手選考会の見地から､一般及び高校3年生(次年度成年選手)は

単複両種日に出場する事が望ましい｡

③本県出身の大学生で､他県にて本年度日本協会に会員登録している者で､全日本

大学選手権大会に出場経験がある者に限り推薦選手として扱う｡

8.参加料　一人1種目1,200円　　2種目　2,400円

9.表　彰　･第1位～第3位には賞状を授与する｡

･男女シングルス優勝者には､新潟日報杯(持ち回り)を授与する｡

･男女ダブルス優勝者には､県協会楯(持ち回り)を授与する｡



10.申込方法　所定の申し込み用紙に明記の上､参加料を同封して現金書留にて申し込むこと｡

(電話･ FAXでの申し込みは不可)

ll.申込場所　三条バドミントン協会　事務局

〒955-0013　三条市井栗3-7-3 0

渡　辺　良　俊　　宛　　缶(0256) 38-8253

12.申込締切

13.そ　の他

平成23年1月31日(月)必着のこと｡

･前年度優勝者は､新潟日報杯/県協会楯をご持参ください.

･服装は､ (財)日本バドミントン協会競技規則大会運営規程第22条による｡

･上着背面に文字を入れる時は､日本協会登録団体名とする｡同上規程第23条による｡

･ふるさと選手としてエントリーし､国体候補選手に選考された者については､

別途本会より諸手続きに関して連絡する｡

･試合中のケガ等による応急処置は致しますが､その後の責任は一切負いません｡

★国体候補選手の選考について

①候補選手の選考大会
I

･本大会と平成2 3年度開催予定の『平成2 3年度第2回国体候補選手選考会(成年の部)』の

2大会を選考対象とする｡

②候補選手の選考

･上記①の大会の競技成績等により､選手強化委員会が3名以上を候補選手として選考する｡

③正選手の決定

･国体候補選手対象の強化練習会を重ねていくなかで種別監督が選手強化委員会に諮り､

正選手3名を選考し理事会の承認を得ることとする｡

④その他

･候補選手の選考にあたっては､各種別共にダブルスとシングルスの麗合力をもって選考する｡

従って､両種目にエントリーしていない者は､候補選手の選考から除外する場合がある｡

･日本代表選手として海外遠征･その他関連行事に参加のため､やむなく選考会2大会を欠場

する選手が出るなど特殊なケースが発生した場合は､別途理事会で対応を協議する｡

･国体候補選手は選考2大会の成績等に基づき､第2回選考会の閉会式時に発表する｡



平成22年度新潟日報杯争奪新潟県総合選手権大会

[ダブルス]

★　日報杯総合選手権大会(H22. 2. 21　長岡市)
･男子

伊藤朋大･砂井良介
小池直樹･本田尚人

竹村祥吾･毛利正和

木村友幸･毛利重幸
･女子

中山　稜･堀川美穂

大湊　望･関川容子

高野孝子･川村朋子

落合美耶･大阪倫子

★国体候補選手選考会
･少年男子

町田　強･長川裕理

木村光尊･平林　悟

内藤智仁･西脇悠斗

重山恭悟･星野　佑
･少年女子

(北越高校)

(金沢学院･新潟第一高校)

(個人登録･越路連盟)

(昇陽会･中野島BC)

(KAETU-CLUB ･早稲田大学)

(新潟青陵高校)

(小須戸協会)

(神奈川大学･仙台大学)

参加資格者名簿

[シングルス]

藤原達矢

堂下寛之

小池直樹

伊藤朋大

堀川美穂

岩野亜紀

川村朋子

伊藤由紀

(少年の部) (H22.4.24-4.25　五泉市)

(北越高校)

(中越高校)

(北越高校)

(北越高校)

石塚絵利香･村山果帆(新潟青陵高校)

伊藤友香･岩野亜紀(新発田商業高校)

奥土彩香･畠山荊歩(新潟青陵高校)

小林荊菜･板垣春花(新潟青陵高校)

(敬和学園大学)

(白根羽球連盟)

(金沢学院)

(北越高校)

(早稲田大学)

(新発田商業高校)

(小須戸協会)

(新潟大学)

三国屋太一(北越高校)

町田　強(北越高校)

長川裕理(北越高校)

木村光尊(中越高校)

伊藤友香(新発田商業)

村山果帆(新潟青陵高校)

石塚絵利香(新潟青陵高校)

岩野亜紀(新発田商業高校)

★暫体候補選手選考会(成年の部) (H22.5.15-5. 16　阿賀野市)
･成年男子

中山博之･木村友幸(KAETU-CLUB ･昇陽会)

鄭　圭介･藤原達矢(敬和学園大学)

阿部真也･遠藤隆行(G★FANS)

武下利一･堀川善生(敬和学園大学･ iVrT東日本)
･成年女子

中山　稜･落合美耶(KAETU-CLUB･神奈川大学)

関川容子･大湊　望(早稲田大学･東海大学)

川村朋子･梅津景子(小須戸協会･新津羽球連盟)

鈴木紗絵羅･小川留末子(木羽会･フェニックス)

★会長杯争奪選手権大会(H22.9.5　上越市)
･男子

長谷川聡･坂井浩紀(ヨネックス新潟)

遠藤隆行･加藤聡知(G★FANS ･白根羽球連盟)

中林憲一･松野憲一(北魚羽根の会･昇陽会)

堂下寛之･茂野俊輔(白根羽球連盟･なじらねクげ)
･女子

川村朋子･高野孝子(小須戸協会)

倉井香織･伊藤由紀(あすなろ会･ダッシュ)

薄野可絃･小川留末子(フェニックス)

遠藤美穂･松田美咲(新潟大学)

武下利一(敬和学園大学)

堀川善生(NTT東日本)

本田尚人(近畿大学)

星野健太朗(金沢学院クラブ)

関川容子(早稲田大学)

落合美耶(神奈川大学)

川村朋子(小須戸協会)

中山　綾(KAETU-CLUB)

中沢郁巳(東新潟中学校)

木村光尊(中越高校)

内山素直(あすなろ会)

木村友幸(昇陽会)

渋谷苑未(木戸中学校)

水口さゆり(日本精機)

北上詩歩(曽野木中学校)

佐藤絵里(坂井輪中学校)



[ダブルス]

★　田村杯･市場楯争奪選手権大会(H22.ll.7　長岡市)
･男子

毛利重幸･毛利正和(中野島BC)

目崎幹生･滝沢雅彦(昇陽会)

堂下寛之･原　勇貴(サンクラブ)

内山素直･丸田隼祐(あすなろ会･柏陵会)
･女子

中山　綾･伊藤由紀(KAETU-CLUB)

相馬孝子･川村朋子(新潟総合警備保障･小須戸協会)

稲垣奈穂子･武田之穂(新潟大学) ～

八子智種･水口さゆり(ヨネックス新患･日本籍境)

[シングルス]

毛利正和

長谷川聡

木村友幸

中山博之

北上詩歩

渋谷苑未

池　若業

種間　遥

★　高校総合体育大会(雰子) (H22.6.4-6.6　長岡市)
･男子

岡田雅紀･柳原偉人(長岡工業高校)

町田　強･長川裕理(北越高校)

木村光尊･平林悟(中越高校)
三園屋太一･重山恭悟(北越高校) I

(中野島BC)

(ヨネックズ新潟)

(昇陽会)

( KAETU-CLt乃)

(中学生強化)

(中学生強化)

(新潟国際情報大学)

(中学生強化)

三園屋太一(北越高校)

長川裕理(北越高校)

重山恭悟(北越高校)

町田　強(北越高校)

★高校総合休育大会(女子) (H22.5.28-5.30　上越市)
･女子

石塚絵利香･村山果帆(新潟青陵高校)

伊藤友香･岩野亜紀(新発田商業高校)

石崎智絵理･田中彩奈(新潟青陵高校)

板垣春花･小林荊菜(新潟青陵高校)

★　高校選抜大会(H22.12.17-12.19　阿賀野市)
･男子

星野　佑･小池良一(北越高校)

内藤智仁･西脇悠斗(北越高校)

後藤宏清･坂野健太(佐渡高校)

櫛谷健悟･加藤　楓(新潟第一高校)
･女子

板垣春花･小林荊菜(新潟青陵高校)

荒木彩也香･阿部景子(新発田南高校)

小林　礼･渡辺明日佳(新発田商業高校)

三国屋友梨･前田ちひろ(佐渡高校)

伊藤友香(新発田商業高校)

村山果帆(新潟青陵高校)

岩野亜紀(新発田商業高校)

石塚絵利香(新潟青陵高校)

遠藤貴裕

内藤智仁

櫛谷健悟

小池良一

賓藤春菜

板垣春花

長崎亜実

武田千尋

(北越高校)

(北越高校)

(新潟第-高校)

(北越高校)

(新潟青陵高校)

(新潟青陵高校)

(新潟青陵高校)

(十日町高校)



平成22年度新潟日報杯争奪新潟県総合バドミントン選手権大会

兼　平成23年度第1回国体候補選手選考会(成年の部)参加申込書

団　体　名

所展真部各_________ _____　:__________ _ー_　_　　二一_一一一一____

申込責任者

住　　所

印

電言古番号 (　　　　)

†できれば携帯電話をご犯人ください｡

※男女とも参加する場合には､別々の用紙こ記入してくださいo

※上から各団体内のランク順に記入してください｡

※登録団体名が横記団体名と異なる場合は表に記載してください｡

◎ダブルス　(男子･女子)

ラ ン ク 倩�kﾂ�坐-年月日 一 �6�餉Hﾘb�登録団体名 �-8.�+8,b�6�竟(,ﾒ��ｸ�2�

1 ��∫ �� ��

∫2 �� �� ��

3 ��一 ��I ��

一 ��

4. �� �� ��

5 �� �� ��

◎シングルス　(男子･女子)

ラ ン′ _ク 倩�kﾂ�生年月日 �6�餉Hﾘb�登録団体名 �-8.�+8,b�6�竟(,ﾒ��ｸ�2�

1 �� �� ��

2 �� �� ��

3 �� �� ��

4 �� �� ��

5 �� �� ��

6 �� �� ��

7 �� �� ��

モ上記の通り､シングルス

合　計

円･ダブルス

円を添えて申

年

し込みま+.

月　　　　　日

名　　　　　　　門

☆領収書　(要･不要)


