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令和４年度あやせオープン夏季団体戦　競技方法　　　　　　　　 2022.5.28

１．競技方法

　１）リーグ戦で行います。決勝トーナメントはありません。（各ブロックの1位を表彰します）

　　　種目によりポイント、競技方法は異なります。下表１を参照ください。

　　　1位の決定方法は　①勝率　②ゲーム取得率　③得点率　の優先順で決定します。

　２）第一試合のオーダー表は、受付け時に提出してください。

　　　第２試合以降の提出については、戦っている試合の第一ダブルス終了までに提出してください。

２．棄権の取扱い

　１）チームの選手が５人以下の場合は棄権とします。

３．競技進行

　１）競技は、大体育室（1-10）、小体育室（手前から11-13）で行います(小体はA.Mのみ）。コート番号は壁に表示した番号とします。

　２）競技進行は，コート固定で行います。

　３）リーグにより並行試合を行います。下表１を参照ください。

　４）試合間のインターバルはとりません。試合コール後すみやかに試合を開始してください。　

　　　（ゲーム中インターバル、ゲーム間インターバルは可）

４．審判

　　　主審及び線審は，種目により相互審判の場合と空きチームが行う場合があります。下表１を参照ください。　

５．表彰 

　　入賞者は各ブロックの１位のみとし、賞状と賞品で表彰します。

　　なお、優勝チームは、写真をホームページに掲載しますので、ご了承ください。

表１

ﾁｰﾑ数
ポイント
(打切)

方式 表　彰 コートNo 体育館 進行方法 受付時間

5 15,15,15 3ﾀﾞﾌﾞﾙｽ １位 1,3,5 大 図３ A.M9：00

3 21,21,15 ５ﾀﾞﾌﾞﾙｽ(注1) １位 1,3 大 図２ P.M2：00

4 21,21,15 3ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 各種目の1位(注3) 5,7 大 図１ P.M2：00

4 21,21,15 3ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 各種目の1位(注3) 2,4 大 図２ P.M2：00

3 21,21,15 ５ﾀﾞﾌﾞﾙｽ(注1) 1位 6,8 大 図１ P.M2：00

4 21,21,15 3ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 1位 7,9 大 図２ A.M9：00

4 21,21,15 3ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 1位 8,10 大 図２ A.M9：00

3 21,21,15 3ﾀﾞﾌﾞﾙｽ(注2) 1位

3 21,21,15 3ﾀﾞﾌﾞﾙｽ(注2) 1位

5 15,15,15 3ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 1位 2,4,6 大 図３ A.M9：00

(注１）３チームリ－グで２対戦しかないため５ダブルスとします。1対戦で1人2試合までとしペア組み替えてください。
　　　　連続出場は無し。兼ねる場合は４ダブルス以降とする。

(注２）３チームリーグが２つあるので各リーグ間同士の対戦を行います。その対戦結果を成績に含みます。

(注３）種目統合リーグは　各種目毎の1位を表彰します。

６．障害保険

　本大会の参加者は，スポーツ障害保険には加入していません。各自怪我にはご注意ください。

　競技中に負傷された場合は，本部にご連絡下さい。

７．注意事項

　　　新型コロナウィルス感染拡大防止徹底について

・試合中を除き、マスクを必ず着用してください。

・当日は暗幕をしますが換気のため窓は開けた状態となります。

　また状況に応じて試合を中断して一斉換気を行う場合があります。

・観覧席では他の参加者との距離を確保してください（×印の席は使用しないこと）

・挨拶をする際は十分な距離をとり、握手はしないでください。

・飛沫拡散防止の為、試合時には大きな掛け声や応援はしないでください

・すべての試合が終了した選手は速やかに体育館から退場をお願いします。

・飲食：観覧席でマスク飲食、黙食の徹底のこと。ゴミについてはお持ち帰りください。

・その他：大会終了後　使用した器具や観覧席の消毒を行います。ご協力よろしくお願いします。

・対戦終了時にコート（ポール）除菌実施、審判用紙のﾊﾞｲﾝﾀﾞの除菌を行います。

　除菌後、次の試合がコールされるまでの空きコートでの練習等は禁止します。

A.M9：001112,13 小 図４
混合団体２部_B

混合団体ｵｰﾊﾞｰ300

女子団体ｵｰﾊﾞｰ300_A

女子団体ｵｰﾊﾞｰ300_B

混合団体２部_A

種　　目

男子団体1部

男子団体２部_A

男子団体２部_B,Over300

女子団体１部,2部_A

女子団体２部_B

コート割りとゲーム進行、審判について
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男子団体1部　選手名簿

団　体 監督 選手

ごぶごぶ 村井　亮太 村井　亮太 田島　真吾 細溝　大輔 嶋田　清文 上之郷　将志 竹内  隆太

にゃんにゃんクラブ 小野 京一 大浦　倫太朗 加藤　友也 芳野　樹弥 小野　京一 村上　真那斗 今福　真仁

ＩＫＫ 稲積　遼 稲積　遼 里中　孝太郎 成田　貴範 嘉山　豪 滝澤　潤 中村　友貴 高村　宏規

ニシン 真板　佑吏 真板　佑吏 荒井　優 秀島　空 酢屋　瑠己 小笠原　優希 島村　涼太郎

日笠組 香川 恒輝 香川 恒輝 前島 圭貴 阿部 賢治 三浦 健太郎 浅野 公介 千葉 怜史

男子団体2部　選手名簿

団　体 監督 選手

綾瀬中学校 丸山　拓 岡村　陽 山崎　翼 池亀　一輝 田中　陽葵 宮﨑　良太 中村　太智 林　武優 八木　匠研

綾瀬Ｊｒ．パパミントン 岡村 岬 吉野　敬三 岡村　岬 北島　昭英 殿畑　伸太朗 田中 真人 宮川 真人 根本 雄一

岩本会 内田　正輝 内田　正輝 柴田　涼悟 落合　直人 深澤　達也 岩本　拓実 杉山　良輔

ＫＢＣ 今多　広記 今多　広記 舩山　新 木阪　学 岩坂　勝昭 赤木　誠治 赤木　佑宇

ＯＳＤ 松浪　直輝 内山　大嗣 野邉　孝徳 大信田　将平 石川　真人 松浪　直輝 上野　志裕帆

しのちゆ 原　佑樹 原　佑樹 齋藤　有朋 櫛田　将貴 図師　勇武 橋口　滉平 小坂　祥平

男子団体Over300　選手名簿

団　体 監督 選手

チームフリー 福田　和幸 福田　敏 伴野　征紀 福田　和幸 稲村　稔 赤坂　光三 内海　大輔

女子団体1部　選手名簿

団　体 監督 選手

木曜に並ぶ女達 鈴木　裕子 池田　史子 鈴木　裕子 髙橋　千栄子 髙橋　智子 平野　規子 美濃　千賀

あみちゃん 寺崎　陽子 塚田　亜美 内田　治子 天野　珠里 小澤　遥 下田　涼子 寺崎　陽子

女子団体2部　選手名簿

団　体 監督 選手

綾瀬中学校 丸山　拓 長谷川　知咲 中村　杏里 市川　萌 松本　唯那 須山　楓 佐々木　美緒 富谷　柚花

Ｋ７ 二本柳　麻依子 二本柳　麻依子 伊藤　美穂 溝口　徳恵 石川　淳子 茶圓　晶子 坂本　秋子

ちょこみんと 小暮 夕子 浅井直美 加藤美紀 小暮夕子 貞光真希 杉田暁子 鈴木洋子

ＧＯＫ 藤原　快充 植原　ふみ代 鈴木　ハイン 藤原　快充 小舘　幸代 吉田　めぐみ 和田　佳苗 古郡奈唯果 門馬美佳

フレンドシップ 森本　早苗 森本　早苗 杉岡　晶子 有吉　由希子 黒沢　優 西條　伊佳 高橋　幸代

女子団体Over300　選手名簿

団　体 監督 選手

マリンブルー 法林　順枝 法林　順枝 松本　和子 小室　友美 佐々木　由紀子 佐竹　麻季 田中　正代 平井　弥生

リトルティンク 福岡 里恵 福岡 里恵 榎本 美樹 野口 梢 西村 弥生 後藤 八重子 谷垣 一二美

すみれ 宮崎幸子 大木久美子 片野美由起 川村千登勢 北島美砂 新倉みどり 野田万里 古舘幸緒 宮崎幸子

ＡＹＦＳ 飯村　典子 望月　操 飯村　典子 由茅　美紀子 落合　彩香 中村　美喜 山木絵梨子

ｃｏｃｏｓ 竹永　眞紀 竹永　眞紀 白田　貴代 河野　真理 井上　祐子 中村　ゆり 醍醐　京美

葵 新谷徳子 新谷徳子 小方裕子 筒井由香 岸紀代 中村尚子 依田睦 島田直美

コスともず 金箱　美紀 金箱　美紀 鈴木　小夜理 大野 眞知子 久原　由紀子 尾崎　智美 石井　由美子

虹色 高橋　広美 高橋　広美 浅野　京子 橋本　起世子 関水　友子 柏野　純子 小関　由起子

混合団体2部　選手名簿

団　体 監督 選手

オレンジスター 高津　誠 高津　誠 富田　善行 岡崎　英章 松本　薫 岩﨑　朱里 香西　幸香

や組 船水　聡 船水　聡 米山　邦夫 杉田　祐樹 米山　千明 樽川　尚美 山口　美奈

かつおちゃん 一関　さおり 深瀬　順大 河上　守 斉藤　亮 栗原　亜紀 一関　さおり 吉岡　眞奈美

小田急電鉄 青木　翔 青木　翔 森戸　克也 山田　祐馬 小山　晴美 川島　知代 霜島　優音

ＰＩＥＲＯ 澤田  英行 澤田　英行 藺藤　孝一 浜津　仁 大和　美和子 小林　芙美 井上　絵理奈

シーサーズ 太田　奈都樹 太田　奈都樹 太田　雄慈 武田　淳 鎌田　寿幸 鈴木　有砂 三橋　麻貴恵

混合団体Over300　選手名簿

団　体 監督 選手

スマイルプリンセス 小室　和浩 志村　昌雄 緑川　孝行 小室　和浩 赤間　正子 山口　千恵子 姫野　由美子

チームワイド 香山　夏樹 金澤　善明 小島　雅義 田辺　健一 川越　裕子 宮内　明美 香山　夏樹

天神バドミントン 田中きく江 田中きく江 大蔵綾子 木下香奈 木下泰宏 田中秀雄 小見山和博 三橋幸栄

アップスター 中上　雄史 中上雄史 木村聖 木村英一 星野和子 山下真由美 中島敦子

チームしま 竹内　志麻 竹内　志麻 竹内　英雄 岡村　あみか 的場　健二 飯隈　浩文 平兮　章子

綾瀬オープン団体戦 綾瀬市民スポーツセンター



女子団体Over300
Ａブロック

1 3 6 9 1 3 5

1 10 4 7 1 6 4

3 10 8 5 3 6 2

6 4 8 2 5 4 2

9 7 5 2

女子団体Over300
Ｂブロック

1 3 5

1 6 4
1 7

3 6 2
1 4

5 4 2
7 4

2 8

2 5 1 3 6 9

8 5 1 10 4 7

3 10 8 5

6 4 8 2

9 7 5 2

混合団体2部
Ａブロック

6
ﾌﾞﾛｯｸ間2

チームしま

オレンジスター

シーサーズ

かつおちゃん

や組

ＰＩＥＲＯ

9
ﾌﾞﾛｯｸ間3

小田急電鉄

3
ﾌﾞﾛｯｸ間1

6
ﾌﾞﾛｯｸ間2

9
ﾌﾞﾛｯｸ間3

3
ﾌﾞﾛｯｸ間1

混合団体2部
Ｂブロック

日笠組

日笠組

（午前の部）　混合団体2部

アップスター

すみれ

チームしま

（午前の部）       混合団体Over300

スマイル
プリンセス

混成団体
Over300

スマイル
プリンセス

チームワイド
天神バド
ミントン

アップスター

チームワイド

天神バドミントン

コスともず

ＡＹＦＳ

ｃｏｃｏｓ

ごぶごぶ

（午前の部）　　女子団体オーバー300(A)

葵 ｃｏｃｏｓ コスともず ＡＹＦＳ

葵

にゃんにゃんクラブ

ＩＫＫ

マリンブルー

（午前の部）       男子団体1部

ニシン

ニシン

（午前の部）　　女子団体オーバー300(B)

虹色 すみれ

にゃんにゃんクラブ

や組かつおちゃんシーサーズ

男子団体1部

ＩＫＫ

ごぶごぶ

マリンブルー

リトルティンク

虹色

リトルティンク

ＰＩＥＲＯ 小田急電鉄 オレンジスター



1 3 1 3 5

1 2 1 6 4

3 2 3 6 2

5 4 2

1 3 5 1 3

1 6 4 1 2

3 6 2 3 2

5 4 2

岩本会

しのちゆ

綾瀬中学校

ＯＳＤ

綾瀬Ｊｒ．
パパミントン

ＫＢＣ

女子団体2部
(B)

フレンドシップ
(2部)

（午後の部）　女子団体2部(B)
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コート １コート 3コート 5コート 7コート ９コート 2コート ４コート 6コート ８コート 10コート １1コート 12コート 13コート

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9:40 MT1-1 MT1-2 WT300-A-1 WT300-A-2 XT300-1 XT300-2 WT300-B-1 WT300-B-2 XT2-1 XT2-2 XT2-3

ごぶごぶ ニシン 葵 コスともず スマイルプリンセス アップスター 虹色 マリンブルー ＰＩＥＲＯ シーサーズ オレンジスター

にゃんにゃんクラブ 日笠組 ｃｏｃｏｓ ＡＹＦＳ チームワイド チームしま すみれ リトルティンク 小田急電鉄 かつおちゃん や組

12 13 14 15

MT1-3 MT1-4 XT300-3 XT300-4

ごぶごぶ にゃんにゃんクラブ スマイルプリンセス チームワイド

ＩＫＫ ニシン 16 17 天神バドミントン アップスター 18 19 20 21 22

23 24 WT300-A-3 WT300-A-4 25 26 WT300-B-3 WT300-B-4 XT2-4 XT2-5 XT2-6

MT1-5 MT1-6 葵 ｃｏｃｏｓ XT300-5 XT300-6 虹色 すみれ 小田急電鉄 かつおちゃん ＰＩＥＲＯ

ＩＫＫ ごぶごぶ コスともず ＡＹＦＳ 天神バドミントン スマイルプリンセス マリンブルー リトルティンク オレンジスター や組 シーサーズ

日笠組 ニシン チームしま アップスター

27 28 29 30

MT1-7 MT1-8 XT300-7 XT300-8

にゃんにゃんクラブ ＩＫＫ 31 32 チームワイド 天神バドミントン 33 34 35 36 37

日笠組 ニシン WT300-A-5 WT300-A-6 チームしま アップスター WT300-B-5 WT300-B-6 XT2-7 XT2-8 XT2-9

38 39 葵 ｃｏｃｏｓ 40 41 虹色 すみれ ＰＩＥＲＯ シーサーズ 小田急電鉄

MT1-9 MT1-10 ＡＹＦＳ コスともず XT300-9 XT300-10 リトルティンク マリンブルー オレンジスター や組 かつおちゃん

ごぶごぶ にゃんにゃんクラブ スマイルプリンセス チームワイド

日笠組 ＩＫＫ チームしま 天神バドミントン

No. 42 43 44 45 46 47

14:40 MT2-1 MT2300-1 MT2300-2 WT12-1 WT12-2 WT2-1

岩本会 ＯＳＤ ＫＢＣ 木曜に並ぶ女達フレンドシップ ＧＯＫ

しのちゆ 綾瀬Ｊｒ． チームフリー ちょこみんと あみちゃん 綾瀬中学校

パパミントン

48 49 50 51 52 53

MT2-2 MT2300-3 MT2300-4 WT12-3 WT12-4 WT2-2

しのちゆ ＯＳＤ 綾瀬Ｊｒ． 木曜に並ぶ女達 ちょこみんと 綾瀬中学校

綾瀬中学校 ＫＢＣ パパミントン フレンドシップ あみちゃん Ｋ７

チームフリー

54 55 56 57 58 59

MT2-3 MT2300-5 MT2300-6 WT12-5 WT12-6 WT2-3

岩本会 ＯＳＤ 綾瀬Ｊｒ． 木曜に並ぶ女達 ちょこみんと ＧＯＫ

綾瀬中学校 チームフリー パパミントン あみちゃん フレンドシップ Ｋ７

ＫＢＣ

綾瀬オープン団体戦　　進行表

未使用

14:00～14：30　　午後受付

空きコート
（予備）

空きコート
（予備）


