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愛知県社会人クラブバドミントン連盟 
会 長  清 水 善 勝  

 

第１６回全国社会人クラブ対抗バドミントン大会 
愛知県参加選手の募集について 

 
  平素は、当連盟にご支援ご協力いただきまして誠にありがとうございます。 
 さて、別紙大会要項のように第１６回全国社会人クラブ対抗バドミントン大会が、 

平成２８年３月１９日（土）・２０日（日）に、大阪府大阪市の府民共済ＳＵＰＥＲ

アリーナ（舞洲アリーナ）で開催されます。 
愛知県社会人クラブバドミントン連盟として、下記のように取りまとめたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 
 
・ 一般男子団体（２複１単で単複重複不可）・一般女子団体（２複１単で単複重複不可）・

成年男子団体（35、40、45 歳以上）・壮年男子団体（50、55、60 歳以上）・成年女

子団体（35、40、45 歳以上）・壮年女子団体（50、55、60 歳以上）・混合複団体（一

般、ﾍﾟｱ合計 60、70 歳以上）・成年混合複団体（ﾍﾟｱ合計 80、90、100 歳以上）と

８種別有ります。 
尚、一般男女団体については単独チームで申し込んでください。（申込多数の場合は、

リーグ戦の上位チームを優先します） 
・ 参加申し込みについては原則、チーム単位で行ってください。多数の場合には、連

盟で調整しますが、その際には、個人戦の上位入賞者・リーグ戦での上位出場者を

参考とさせていただきます。又、種別によって参加数が過剰・不足となった時にも、

連盟から調整や種別の変更をお願いすることもありますのでよろしくお願いします。 
・ 大会参加料（３０，０００円）については連盟で負担します。 

交通費・宿泊費等については連盟より１人当たり５，０００円補助の予定です。 
・ 速やかに下記の申し込み先まで、所定の様式で電子メールの添付ファイル(EXCEL)

と郵送（紙で印刷）にて、申し込んでください。（申し込み受領の旨の返信などが

ない場合、受領されていませんので、ご注意ください。） 

申し込み先 

   電子メール aoki@badminton-aichi.com 
   郵 送 先 〒511-0863 
          三重県桑名市新西方６丁目７６番地 
              青 木 康 人  気付 

              愛知県社会人クラブバドミントン連盟宛 

 
   お問合せ ：渡邉 伸也 携帯電話 ０９０－１７２３－９３８８ 
         山田  薫 携帯電話 ０９０－６６１４－４１５１ 
 
・ 申し込み期限 平成２８年１月５日（火）必着 
・ 尚、宿泊・弁当については当連盟では対応しませんので、各自で手配ください。 

以 上  



1. 主　　催 全日本社会人クラブバドミントン連盟
2. 主　　管 大阪府社会人クラブバドミントン連盟
3. 後　　援 （公財）日本バドミントン協会、近畿バドミントン協会、近畿社会人クラブバドミントン連盟

大阪府バドミントン協会
（財）大阪体育協会（申請予定）

4. 協　　賛 ヨネックス（株）
5. 期　　日 平成２８年３月１９日（土） ０８時３０分 受付

０８時４５分 チーム監督会議（当会場で実施）
（タイムテーブル1順目対戦のオーダー提出は開会式まで）

０９時１５分 開会式
０９時４５分 競技開始

平成２８年３月２０日（日） ０９時１５分 競技開始
6. 会　　場 府民共済ＳＵＰＥＲアリーナ（舞洲アリーナ）（メイン・サブ　２０コート）

　住所：〒554-0042　大阪市此花区北港緑地２－２－１５　０６－６４６０－１８１１

7. 種　　目 ①一般男子団体 ③成年男子団体 ④壮年男子団体
⑤成年女子団体 ⑦混合複団体 ⑧成年混合複団体

8. チーム編成 ①一般男子団体 ２複１単（単複重複不可）　複・単・複の順
②一般女子団体 ２複１単（単複重複不可）　複・単・複の順
③成年男子団体 年齢各　35・40・45歳以上の年代別の３複
④壮年男子団体 年齢各　50・55・60歳以上の年代別の３複
⑤成年女子団体 年齢各　35・40・45歳以上の年代別の３複
⑥壮年女子団体 年齢各　50・55・60歳以上の年代別の３複
⑦混合複団体 一般・ペア年齢合計60歳以上・ペア年齢合計70歳以上の３複
⑧成年混合複団体 ペア年齢合計80歳以上・90歳以上・100歳以上の３複
注）　①・②は監督１名・コーチ１名・選手５～７名登録可
　　　③～⑧は監督１名・コーチ１名・選手６～９名登録可
　　　⑤・⑥については地区別選抜の編成を認め、地区別は９ブロックとします。
　　　（北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州・沖縄）
　　　監督・コーチが選手を兼ねる場合は選手登録をする事。

9. 参加資格 ・ （公財）日本バドミントン協会に平成２７年度登録済みで全日本社会人クラブバドミントン
連盟に加盟・登録済みの一般社会人とします。
未加盟道県は参加申込と同時に新規加盟登録申込書に必要事項を記入の上
提出して下さい。（登録料は免除します。）
他連盟に登録した者は参加を認めません。

・ 一般男子・女子においては、平成２７年度登録済みのクラブ単位での
チーム編成とし、補強選手を２名まで認めます。

・ 年齢別種目においては、平成２７年４月１日現在の満年齢とします。
・ 監督・コーチを含めチームで１名以上公認審判員の資格が必要です。

10. 参加割当 割り当て数は各都道府県社会人クラブ連盟登録会員数に依ります。
未加盟道・県は各種目１チームとする。後述の表を参照の事。
（申し込み数により、主管にて調整することがあります。）
前年度優勝チームは別枠とし、割り当て数から除外します。

11. 競技規則 平成２７年度（公財）日本バドミントン協会競技規則、大会運営規程
公認審判員規程によります。

12. 使用シャトル 平成２７年度（公財）日本バドミントン協会第１種検定合格球を使用します。
13. 競技方法 1） 各種目ともに、３～５チームを単位として予選リーグ戦を行い、

その成績をもとに、決勝トーナメント及び順位決定トーナメントを行います。
2） 予選リーグは、３試合すべて行って下さい。（打切りなし）
3） 決勝トーナメント及び順位決定トーナメントは２ポイント先取打切りとします。
4） 決勝トーナメント及び順位決定トーナメントの１回戦敗者については、

敗者戦を行います。但し、参加チーム数によっては省くこともあります。
5） ３位決定戦は行いません。
6） 成年男女団体（35・40・45）の決勝トーナメント及び順位決定トーナメントの

試合順序は以下の通りとします。
1回戦　35-40-45 2回戦　40-45-35 3回戦　45-35-40 4回戦　35-40-45

7） 壮年男女団体（50・55・60）の決勝トーナメント及び順位決定トーナメントの
試合順序は以下の通りとします。
1回戦　50-55-60 2回戦　55-60-50 3回戦　60-50-55 4回戦　50-55-60

8） 混合複団体（一般・60・70）の決勝トーナメント及び順位決定トーナメントの
試合順序は以下の通りとします。
1回戦　一般-60-70 2回戦　60-70-一般 3回戦　70-一般-60 4回戦　一般-60-70

②一般女子団体
⑥壮年女子団体

第１６回全国社会人クラブ対抗バドミントン大会
実　施　要　項　（愛知県用）



9） 成年混合複団体（80・90・100）の決勝トーナメント及び順位決定トーナメントの
試合順序は以下の通りとします。
1回戦　80-90-100 2回戦　90-100-80 3回戦　100-80-90 4回戦　80-90-100

14. 参 加 料 全種目１チーム　３０，０００円
15. 申込方法 1） 各都・府・県社会人クラブ連盟または各道・県毎に取りまとめ、申し込み責任者が

所定の申込用紙を全日本社会人クラブバドミントン連盟のホームページから
ダウンロードして記入のうえ下記申し込み先まで郵送とメールで申し込んでください。

2） 参加料も前項と同様に取りまとめ申込み期限までに下記の口座に振り込んで下さい。
申し込み先： 〒577-0849　大阪府東大阪市三ノ瀬２－１－１６
                 大阪府社会人クラブバドミントン連盟　事務局　宛て
振込先 ゆうちょ銀行　郵便振替番号　００９６０－９－９２８５

　大阪府社会人クラブバドミントン連盟　　　
3） 問い合せ先： 大会事務局 TEL：06-4307-3891　FAX：06-4307-3892

16. データ送付先 大会事務局　：　E-Mail：oscbr@poplar.ocn.ne.jp
17. 申込期限 平成２８年１月１６日（土）必着
18. 表　　彰 各種目１位から３位まで賞状を授与します。

優勝チームは表彰の後写真撮影をし、連盟ホームページに掲載します。
19. そ の 他　　 * 組合せは規約に基づき行います。

* 組合せ確認後、全日本社会人クラブバドミントン連盟のホームページに掲載致します。
（2月中旬頃予定）

* エントリー数が少ない種目は開催出来ない事もあります。
* 審判は決勝トーナメント準決勝・決勝の主審のみ主管にて行い、線審・得点係及び

その他の対戦は対戦チームでの相互審判とします。
* 試合時の服装は、（公財）日本バドミントン協会審査合格品を着用してください。

また、上着衣背面にチーム名・都道府県名は必ず表示してください。、
（公財）日本バドミントン協会大会運営規程２４条を適用します。

大阪府クラブ

大阪

混成（選抜）チームは各自のクラブ名・県名を表示する。
一般男女の補強選手についてはエントリーチーム名でクラブ名・県名を統一して下さい。

* 競技中の事故については応急処置はしますが、主催者はその責任を負いません。
但し、選手は傷害保険に全員加入します。

* メンバー変更は大会前々日3月１７日午後5時迄厳守で大会申込み先へ提出して下さい。
タイムテーブル1巡目の対戦のｵｰﾀﾞｰ用紙はﾁｰﾑ毎開会式の前に提出して下さい。

* 大会参加に際して提供される個人情報は本大会活動に利用するものとし、これ以外の
目的に利用することはありません。

※１．参加割り当て数について（各種目）
加盟会員登録数　　　　　　　　 １００人未満 ：１チーム

１００人以上 ～ １０００人未満 ：２チーム
１０００人以上 ～ ２０００人未満 ：３チーム
２０００人以上 ～ ：４チーム

　愛知県選手の参加申し込みについては、愛知県社会人クラブ
　バドミントン連盟で取りまとめますので、
　別紙『愛知県参加選手の募集について』をご覧ください。

　
　　　申し込み期限は　平成２８年１月５日（火）必着

府県名 H26年度会員数 割り当て数 府県名 H26年度会員数 割り当て数
宮　城 610 2 三　重 469 2
秋　田 98 1 滋　賀 55 1
栃　木 118 2 京　都 666 2
群　馬 30 1 大　阪 2,223 4
埼　玉 113 2 兵　庫 1,575 3
千　葉 209 2 奈　良 502 2
東　京 18 1 和歌山 124 2
神奈川 1026 3 岡　山 102 2
山　梨 90 1 広　島 35 1
石　川 1685 3 島　根 57 1
富　山 110 2 徳　島 113 2
長　野 91 1 高　知 100 2
静　岡 108 2 福　岡 99 1
愛　知 2,106 4 大　分 93 1



※２．（公財）日本バドミントン協会大会運営規程第2４条
着衣上の背面、広告、ロゴ等の表示に関する取り決めについては、以下の通りとする。
〔1〕 ウェア（上着）の背面には、３行までの文字列の表示と背番号の表示を認める。

①　文字列各行の大きさは、高さ６㎝～10㎝、横30㎝以内とし、各行には、選手名、チーム名、
　　スポンサー名、都道府県名等を表示するものとする。ただし選手名とチーム名等、異なる項目
　　を同一行に表示することはできない。
②　背番号を表示する場合は、文字列の下、中央部に表示するものとし、大きさは縦15㎝、
　　一桁横７㎝程度とし、２桁以内とする。

〔2〕 ウェア（上着）の前面には、１行までの文字列の表示と、前番号の表示を認める。
①　文字列の大きさは、高さ６㎝～10㎝、横30㎝以内とし、チーム名又はスポンサー名のいずれか
　　を表示することができる。
②　前番号はウェアー前面の胸下に背番号と同一番号をつけるものとする。大きさは縦８㎝、
　　一桁横４㎝程度とし、二桁以内とする。

〔3〕 ウェア（上着）には、右襟、左襟、右袖、左袖、ウェアー前面の５か所に３つまで、スポンサーロゴ、
チーム名、個人名を表示することができる。ただし、１ヶ所に表示できるものは１つまでとする。
①　１つのロゴの大きさは20ｃ㎡以内とする。
②　上記3つの内1つは50ｃ㎡以内でも可とする。（メーカーロゴを除く）
③　メーカーのロゴはその数に入れない。

〔4〕 ショートパンツ、スカート、ワンピースの前面に２つまでのスポンサーロゴ、チーム名、個人名を
表示することができる。
①　１つのロゴの大きさは20ｃ㎡以内とする。
②　メーカーのロゴはその数に入れない。
※但し、スポンサー名表示については、全日本社会人クラブバドミントン連盟にスポンサー登録済
　　に限る。

〔5〕 本会又は、７連盟および各都道府県協会主催の大会については、上記〔1〕～〔4〕の規程内で
各大会独自の表示規程を定めることができる。


