平成２８年７月３日
愛知県バドミントン協会
会 長
末岡 熙章

第３３回全日本シニアバドミントン選手権大会の申込みについて
初夏の候、貴台には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃は社会スポーツの振興のためにご協力を賜り厚く感謝いたします。
さて、標記大会が東京都において開催されます。
申込みについては本県で取りまとめて手続きを行いますので次のとおりお願い申し上げます。
記
１．申 込 方 法

①愛知県バドミントン協会公式サイト URL:http://www.badminton-aichi.com/ の
当大会のお知らせのページに掲載してある所定の申込書ファイルをダウンロードし、
必要事項を入力して保存する。
②Ｅメールにて、次のメールアドレスに申込みファイルを添付して送信する

asai@badminton-aichi.com
※必ずパソコンからのＥメールを受信できるメールアドレスで送信してください
③確認後担当より振込先等をＥメールで返信するのでそこに記載の口座に参加料を振込む
※必ず所属チームごとに取り纏めて申込み願います
※パソコンでファイルを送信できない環境の場合、その他申込みに関する質問は
次の担当者までお問合せください
競技委員会 浅井 淳 （携帯：090-3255-8024）
※選考結果により、参加不可となった場合の参加費は返金します

２．申込締切日

平成２８年７月２９日（金）必着
・男女複・混合複においてパートナーが愛知県以外の場合は、その都道府県の出場権を
確認した上で申込願います（パートナーの所属の都道府県からの申込みも必須）
・出場者の選考結果は、愛知県選手名簿を公式サイトに掲載します

３．大 会 概 要

期
日
平成２８年１１月１１日（金）～１１月１４日（月）
開 会
式
平成２８年１１月１１日（金）
レセプション
平成２８年１１月１１日（金）
・開会式、レセプションへの多数のご参加をよろしくお願い致します
・トーナメント表、タイムテーブルなどは判り次第県協会公式サイトに掲示します

４．参 加 資 格

「平成 28 年度

５．宿 泊 ・ 弁 当

各申込団体毎に添付資料の旅行社に直接お申込み下さい。

６．そ

この大会についての問い合わせ先
愛知県バドミントン協会 競技委員会

の

他

愛知県代表選手選考基準」による。

浅井 淳 （携帯：090-3255-8024）
以 上

第３３回全日本シニアバドミントン選手権大会
１

主

催

公益財団法人 日本バドミントン協会

２

主

管

東京都バドミントン協会
八王子市バドミントン連盟
調布市バドミントン連盟
稲城市バドミントン連盟

要項 (愛知県内用)

立川市バドミントン協会 武蔵野市バドミントン連盟
町田市バドミントン連盟 多摩市バドミントン連盟
西東京市バドミントン協会

３

後

援

東京都（申請中）
八王子市
立川市
武蔵野市
調布市
町田市
多摩市
稲城市
西東京市

公益財団法人 東京都体育協会（申請中）
ＮＰＯ法人 八王子市体育協会
特定非営利活動法人 立川市体育協会
武蔵野市教育委員会 武蔵野市体育協会
公益財団法人 調布市体育協会
一般財団法人 町田市体育協会
一般財団法人 多摩市体育協会
稲城市教育委員会 一般社団法人 稲城市体育協会
ＮＰＯ法人 西東京市体育協会

４

期

日

平成２８年１１月１１日（金）～１４日（月）
１１月１１日（金）
１８：００
１１月１２日（土）
０９：３０
１１月１３日（日）
０９：３０
１１月１４日（月）
０９：３０

開会式・レセプション
競技開始（第１会場～第８会場）
競技開始（第１会場～第９会場）
競技開始（第１会場）

５

会

場

(1) 開会式・レセプション
ベストウェスタン レンブラントホテル東京町田
町田市原町田３－２－９
電話：042-724-3111
(2) 競技
第１会場
エスフォルタアリーナ八王子（八王子市総合体育館）
[２４面]
八王子市狭間町１４５３－１
電話：042-662-4880
第２会場
立川市泉市民体育館
[１６面]
立川市泉町７８６－１１
電話：042-536-6711
第３会場
武蔵野総合体育館
[１４面]
武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０ 電話：0422-56-2200
第４会場
調布市総合体育館
[１０面]
調布市深大寺北町２－１－６５
電話：042-481-6221
第５会場
町田市立総合体育館
[１８面]
町田市南成瀬５－１２
電話：042-724-3440
第６会場
サン町田旭体育館
[８面]
町田市旭町３－２０－６０
電話：042-720-0611
第７会場
多摩市立総合体育館
[１４面]
多摩市東寺方５８８－１
電話：042-374-2313
第８会場
稲城市総合体育館
[１４面]
稲城市長峰１－１
電話：042-331-7151
第９会場
西東京市総合体育館
[８面]
西東京市向台町５－４－２０
電話：042-467-3411

６

種

目

男子30歳以上 単・複
女子30歳以上 単・複
男子35歳以上 単・複
女子35歳以上 単・複
男子40歳以上 単・複
女子40歳以上 単・複
男子45歳以上 単・複
女子45歳以上 単・複
男子50歳以上 単・複
女子50歳以上 単・複
男子55歳以上 単・複
女子55歳以上 単・複
男子60歳以上 単・複
女子60歳以上 単・複
男子65歳以上 単・複
女子65歳以上 単・複
男子70歳以上 単・複
女子70歳以上 単・複
【公開競技】男子75歳以上 単・複
女子75歳以上
※上記年齢は平成２８年４月２日現在のものとする。

７

競技規則

平成２８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る。

８

競技方法

各種目ともトーナメント方式とし３位決定戦は行わない。

９

使用用器具

（公財）日本バドミントン協会検定・審査合格用器具及び平成２８年度第１種検定合格水鳥球

30歳以上
35歳以上
40歳以上
45歳以上
50歳以上
55歳以上
60歳以上
65歳以上
70歳以上
単・複

混合複
混合複
混合複
混合複
混合複
混合複
混合複
混合複
混合複
75 歳以上 混合複

10

参加資格

平成２８年度(公財)日本バドミントン協会の登録会員で、(1)(2)のいずれかに該当し、(3)の要件
を満たす者。
(1) 前年度本大会 各種目ベスト１６以上の者（該当種目に限らず２種目の参加を認める）
(2) （公財）日本バドミントン協会決定の各都道府県割当枠内の推薦者
(3) （公財）日本バドミントン協会公認審判員の有資格者（公開競技に出場する者も含む）

11

参加制限

(1) 各都道府県の最低割当数は６名とする。
(2) 各都道府県の割当数は、平成２７年度（公財）日本バドミントン協会登録区分一般登録数の
５％とする。ただし、次の選手は割当数に含めない。
①前年度本大会、各種目ベスト１６以上の者
②公開競技に出場する者
(3) １選手は２種目以内とし「単」と「混合複」は兼ねて出場できない。
(4) 参加申込状況により主管県の判断で追加参加を認めることができる。

12

組合せ

（公財）日本バドミントン協会が指名した競技役員長（レフェリー）もしくは競技審判部長（デ
ピュティーレフェリー）の指示の下、東京都バドミントン協会役員との間で厳正に執り行う。

13

参加料

１人１種目につき５，０００円とする。（複：１０，０００ 円/１組）
参加料は、所属都道府県協会ごとに一括して、申込締切までに次の口座に振り込むこと。

14
15

申込締切
申込方法

※大会案内文 参照

16

表

彰

各種目とも第１位～第３位には(公財)日本バドミントン協会よりメダル及び賞状を授与する。

17

宿

泊

別紙（宿泊・弁当・交通のご案内）を参照のこと。

18

着

衣

試合時の服装で色付着衣を使用する場合は（公財）日本バドミントン協会の審査合格品とし、上
衣の背面には都道府県名を明記すること。

19

大会事務局

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-37 ストーク西新宿福星ビル401号
第33回全日本シニアバドミントン選手権大会 事務局
電話：03-3365-2785 ＦＡＸ：03-3365-2100
Ｅメール 33senior.tokyo@gmail.com

20

備

(1) 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
に使用することはありません。
(2) 本大会は、日本アンチ・ドーピング規程が適用されます
(3) 事故による応急処置は行いますが、一切の責任は負いません。
病気・事故に備えて、各自健康保険証を持参してください。
(4) 他都道府県選手と組んで「複」に出場する場合は両方の都道府県より申し込むこと。
(5) 本大会は敗者審判制(線審のみ)を導入します。
(6) (公財)日本バドミントン協会環境委員会よりのお願い
①ゴミの分別収集にご協力ください。
②部屋から出るときは、エアコン・テレビ・ライトのスイッチを消してください。
③マイ歯ブラシを持参して大会に参加してください。

考

