
第55回鹿児島県高等学校新人バドミントン競技大会の運営について 
 

１  期日・会場    女子：10月26日（水）～10月28日（金） 

男子：10月31日（月）～11月２日（水） 

南栄リース桜島アリーナ  Tel：099-293-2967  

                        

２  日  程  揃った学校から入場。「〇開館・割り当て練習について」のページを参照のこと。 

        保護者は各日，8:50から受付を行う。 

  女子日程 男子日程 

１日目 

 

 

監督会議 

開会式 

試合開始 

10月26日（水）9:00～ 

       9:20～ 

       9:30～団体戦 

       複の１回戦まで 

10月31日（月）9:00～ 

       9:20～ 

       9:30～団体戦 

       複の１回戦まで 

２日目 試合開始 10月27日（木）9:00～複 

       単の２回戦まで 

11月１日（火）9:00～複 

       単の２回戦まで 

３日目 試合開始 10月28日（金）9:00～単 11月２日（水）9:00～単 

 

３  競 技 方 法 （タイムテーブルに詳細あり） 

団体戦は，３点先取とし，勝敗決定後の試合は行わない。 

進行状況により，回戦統一を崩しておこなうことがある。 

 団体戦 個人戦（複） 個人戦（単） 

21点 1ゲーム（延長あり） １回戦～ベスト８ １回戦～ベスト 16まで １回戦～ベスト 32まで 

正式ゲーム 準決勝～ 準々決勝～ ベスト 16～ 

 

４ 競技上の注意 

① インプレー時以外のアドバイスを認めます。指定人数以外は２階から観戦して下さい。なお拍手

のみの応援とする。指定された座席を移動しての応援は禁止する。 

② コ－ル後，５分以内にコ－トに集合しないときは棄権となる場合がある。 

③ 競技中は校名入りの背面マークを着用してください。 

略称校名，校章等（胸入れ・袖入れ）のプリントは全国高体連専門部ＨＰの資料を確認すること。 

５ 協会登録・プログラム代金について 

① 本大会の参加については，日本バドミントン協会の団体登録・個人登録を済ませること。 

② プログラム代金については，大会初日の１１時以降に本部にて納入すること。 

６  感染症，怪我について 

① 生徒の健康管理，怪我等については，引率者が責任を持って対処してください。 

② 高熱の生徒や怪我が発生した場合，本部まで必ず報告してください。 

③ 感染症予防対策のため，手洗い，うがいの徹底，消毒スプレー等を各自持参してください。 

④ 37.5℃以上熱がある生徒や濃厚接触者は大会を自粛するようご理解，ご指導，ご協力をお願いし

ます 

⑤ 使用した器具や座席は必ず消毒をしてください。。 

７  その他 

① 体育館シューズと外履きとの区別（外履きを玄関に放置しない）を守ってください。 

② ペットボトルや弁当ゴミなどは，各自で持ち帰ってください。 

③ 貴重品等の管理については学校ごとの管理をお願いします。 

 

詳細は，鹿児島県高体連ＨＰにアップロードしてある競技別ガイドラインや，連絡事項を熟読

しておくこと。 



○開館・割り当て練習について

受付時間8：00～8：30。揃った学校から受付を済ませてください。（受付順は原則団体戦の学校番号順とします）
桜島フェリーを使用する場合は，各自で密を避け，感染対策に努めてください。
なお，6時台（それより前も含む）のフェリーを使用することがないようにお願いします。

割り当て練習時間

3日目は勝ち残っている生徒のみ練習時間を設定します。コート指定はしません。　【8：10開始　8：20交代　8：30交代　8：40終了】

○２階観客席の座席割り当てについて

☆２階観客席図☆　団体戦ドローのブロック毎に割り当ててあります。

各校占有したり，他ブロックの席に座ったりすることがないようにしてください。
（学校同士で話し合いをお願いします。）
２階席ではマスクをきちんと着用し，応援は拍手のみでお願いします。
応援の際も，席の移動は一切禁止します。

○開会式整列場所について
指定のコート上に密にならないように整列してください。各学校，コートのステージ側サイドラインを先頭に整列してください。

大島北 開陽＿通

←本部（ステージ）
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１８コート１８コート 福山 鹿高専 川辺 開陽＿全

第3ブロック 第4ブロック

１７コート 枕崎 鹿第一 １７コート

１５コート 南大隅 鹿情報

１６コート 市来農芸 鹿水産 １６コート

１５コート 加世田常潤 福山

南大隅 蒲生

１４コート 伊佐農林 鹿工 １４コート

１３コート 串良商業 種子島

伊佐農林 池田
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１コート 武岡台 鶴丸 尚志館 伊集院

串木野 指宿

１コート 鹿児島 大島 隼人工業 大口

２コート 大島北 加治木 武岡台 奄美 鶴翔

３コート 野田女子 川辺

１３コート

Dグループ

8:30～8:40 8:40～8:50

2日目 8:10～8:18 8:18～8:26 8:26～8:34 8:34～8:42

8:10～8:20 8:20～8:301日目 8:10～8:20 8:20～8:30

2日目

Ｅグループ

8:50～9:00

男子 Aグループ Bグループ Cグループ女子 Aグループ Bグループ Cグループ Dグループ Ｅグループ

8:10～8:18 8:18～8:26 8:26～8:34 8:34～8:42 8:42～8:50

8:30～8:40 8:40～8:50 8:50～9:00

鹿児島中央 尚志館 薩南工業

４コート 指宿 国分 志學館 甲南 鹿女子

５コート 串木野 明桜館 加世田 頴娃 鹿屋農業

６コート 種子島中央 鹿屋中央 錦江湾 喜界

７コート 鶴丸 鹿屋女子 屋久島 鹿南

８コート 鹿屋 指宿商業 志布志 鳳凰

９コート 国分中央 出水 松陽 鹿実

１０コート 沖永良部 出水中央 鹿玉龍 川内商工

１１コート 鹿純心女子 樟南 曽於 与論

１２コート 蒲生 出水商業 川内 れいめい

２コート 指宿商業 鹿玉龍

伊集院

1日目

薩南工業 鹿南

喜界

れいめい

8:42～8:50

３コート 薩摩中央 鹿屋農業 鹿実 出水 ラ・サール

４コート 志布志 大口 鹿工 鹿水産 市来農業

５コート 与論 隼人工業 出水工業 川内商工 鳳凰

６コート 種子島 屋久島 吹上 鹿児島 種子島中央

７コート 甲南 奄美 出水商業 鹿屋 鹿商

８コート 鹿屋工業 加世田 曽於 加治木 頴娃

９コート 鹿高専 大島 串良商業 鹿中央 鶴翔

１０コート 鹿情報 樟南 志學館 国分 鹿東

１１コート 錦江湾 松陽 川内 明桜館

１２コート 出水中央 沖永良部 鹿屋中央 加治木工業

第8ブロック 第7ブロック 第6ブロック 第5ブロック

女子　鹿中・志學館・加世田・松陽
　　　　錦江湾・屋久島・志布志
男子　鹿工・出水工・吹上・出水商
　　　　曽於・串良商・志學館
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女子　鹿高・大島北・野田女・
　　　　指宿・串木野・種中央・鶴丸
男子　武岡台・指商・薩摩中央・
　　　　志布志・与論・種子島・甲南

女子　指商・出水・出水中・樟南・
　　　　出水商・隼人工・武岡台
男子　大島・樟南・松陽・沖永良部
　　　　尚志館・薩南工・鹿実

女子　鹿屋・国分中央・沖永良部・
　　　　鹿純心・蒲生・大島
男子　鹿屋工・鹿高専・鹿情報・
　　　　錦江湾・出水中央・鶴丸

女子　加治木・川辺・国分・
　　　　明桜館・鹿屋中央・鹿屋女
男子　鹿玉龍・鹿屋農・大口・
　　　　隼工・屋久島・奄美・加世田

女子　川商・与論・れいめい・
　　　　伊集院・鶴翔・薩南・鹿女
男子　喜界・れいめい・ラサール・
　　　　市来・鳳凰・種中・鹿商

女子　甲南・頴娃・喜界・鹿南
　　　　鳳凰・鹿実
男子　鹿高・鹿屋・加治木・鹿中・
　　　　国分・明桜館・加治木工

女子　鹿玉龍・曽於・川内・
　　　　大口・奄美・尚志館
男子　川内・鹿屋中・伊集院・鹿南
　　　　出水・鹿水産・川内商工

第1ブロック 第2ブロック

４コート上

１０コート上

１コート上 ２コート上 ３コート上
女子　鹿高・大島北・野田女・
　　　　指宿・串木野・種中央・鶴丸
男子　武岡台・指商・薩摩中央・
　　　　志布志・与論・種子島・甲南

女子　鹿屋・国分中央・沖永良部・
　　　　鹿純心・蒲生・大島
男子　鹿屋工・鹿高専・鹿情報・
　　　　錦江湾・出水中央・鶴丸

女子　加治木・川辺・国分・
　　　　明桜館・鹿屋中央・鹿屋女
男子　鹿玉龍・鹿屋農・大口・
　　　　隼工・屋久島・奄美・加世田

女子　指商・出水・出水中・樟南・
　　　　出水商・隼人工・武岡台
男子　大島・樟南・松陽・沖永良部
　　　　尚志館・薩南工・鹿実

←本部（ステージ）

女子　川商・与論・れいめい・
　　　　伊集院・鶴翔・薩南・鹿女
男子　喜界・れいめい・ラサール・
　　　　市来・鳳凰・種中・鹿商

女子　甲南・頴娃・喜界・鹿南
　　　　鳳凰・鹿実
男子　鹿高・鹿屋・加治木・鹿中・
　　　　国分・明桜館・加治木工

女子　鹿玉龍・曽於・川内・
　　　　大口・奄美・尚志館
男子　川内・鹿屋中・伊集院・鹿南
　　　　出水・鹿水産・川内商工

女子　鹿中・志學館・加世田・松陽
　　　　錦江湾・屋久島・志布志
男子　鹿工・出水工・吹上・出水商
　　　　曽於・串良商・志學館

７コート上 ８コート上 ９コート上


