第１２回

全国社会人クラブバドミントン選手権大会（個人戦）
開

催

要

項

（愛知県内用）

1主

催 日本社会人クラブバドミントン連盟

2主

管 宮城県バドミントン協会

3後

援 公益財団法人 宮城県スポーツ協会
公益財団法人 仙台市スポーツ振興事業団
仙台市バドミントン協会
株式会社河北新報社

4協

賛 ヨネックス株式会社

5期

日 2019年6月15日（土）・16日（日）・17日（月）
種目により各体育館で受付を行う事（15日）。
2019年6月15日（土）競技
8時00分 受付・カメイアリーナ仙台（旧仙台市体育館）
9時00分 開会式
9時30分 競技開始
2019年6月15日（土）競技
8時00分 受付・宮城野体育館 (元気フィールド)
9時00分 開始式
9時30分 競技開始
2019年6月16日（日）競技
9時00分 カメイアリーナ仙台・宮城野体育館競技開始
2019年6月17日（月）競技
9時00分 カメイアリーナ仙台（旧仙台市体育館）
＊6月15日(土)は男女複の準々決勝まで、6月16日(日)は男女単及び混合複の準々決勝
まで、6月17日(月)は全種目準決勝及び決勝とする。

6会

場 カメイアリーナ仙台（14+4面）
6月15日（土）・16日（日）・17日（月）
住所
〒982－0032 仙台市太白区富沢1－4－1
022－244－1111
宮城野体育館（元気フィールド）（10+6面）
6月15日（土）・16日（日）
住所
〒983－0039 仙台市宮城野区新田東4－1－1
022－231－1221

7種

目

宮城県社会人クラブバドミントン連盟

株式会社ゴーセン

ファイテン株式会社

（１） 一般男子単・複
（１５） ４０歳以上女子複
（２） 一般女子単・複
（１６） ４５歳以上女子複
（３） ３０歳以上男子単・複
（１７） ５０歳以上女子複
（４） ３５歳以上男子単・複
（１８） ５５歳以上女子複
（５） ４０歳以上男子単・複
（１９） 一般混合複
（６） ４５歳以上男子単・複
（２０） 合計６０歳以上混合複
（７） ５０歳以上男子単・複
（２１） 合計７０歳以上混合複
（８） ５５歳以上男子単・複
（２２） 合計８０歳以上混合複
（９） ６０歳以上男子単・複
（２３） 合計９０歳以上混合複
（１０） ６５歳以上男子単・複
（２４） 合計１００歳以上混合複
（１１） ７０歳以上男子単・複
（２５） 合計１１０歳以上混合複
（１２） ７５歳以上男子単・複
（２６） 合計１２０歳以上混合複
（１３） ３０歳以上女子単・複
（２７） 合計１３０歳以上混合複
（１４） ３５歳以上女子単・複
＊但し，年齢計算は平成３１年４月１日現在の満年齢とする。
＊申込数の少ない種目は、若年齢に組み入れる等の調整をすることもある。

8 競技規則

２０１９年（公財）日本バドミントン協会競技規則並びに大会運営規程・公認審判員規程に
準ずる。

9 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。

10 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2019年第１種検定合格水鳥球を使
用する。

11 参加資格

２０１９年（公財）日本バドミントン協会及び日本社会人クラブバドミントン連盟の登録会
員で(1)、（２）、（３）の要件を満たす者。
但し、大学生は学連登録者を除き可とする。
（１）当大会の前年度の優勝者及び準優勝者は参加制限枠外とする。
（年代別では上の年代別に参加する場合はシード権及び推薦枠はない）
但し、ダブルス及びミックスは同一パートナーとする。
（２）日本社会人クラブバドミントン連盟決定の各都道府県割り当て枠内の推薦者。
（３）参加者は、（公財）日本バドミントン協会公認審判員の有資格者であること。
但し、未資格者は2019年中に資格取得することを条件で猶予する。
また、その他の連盟に登録済みで本大会に出場参加の場合は日本社会人クラブバドミ
ントン連盟に登録料として1名３００円（出場選手の人数分）を添え大会参加料と一
緒に納入願います。
当連盟に未加盟の場合は、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
上提出してください。
各県にクラブ連盟が無い場合は、原則として都道府県の推薦をもって参加を認めるも
のとる。

12 参加制限

（１）加盟の各府県割り当て数は別表の通りである。
（２）1選手2種目以内とし、単と混合複は兼ねて出場出来ない。
但し、複のパートナーは、同じ都道府県とする
（３）参加申し込み状況により、主管県の判断で追加参加を認めることがある。

13 組

合

せ

14 参 加 料
15 申込期限

16 申込方法等

15 申込期限

（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（デピユテイーレフェリー）の指示の下、主管団体役員の間で厳正に執り行う。
・一人１種目につき、単４，０００円、複１組８，０００円とする。
・上記の他、当連盟登録者以外は個人登録料
一人３００円を追加する。
２０１９年
年 ４月１５
２０１９
４月１５日（月）必着
１５日（月）必着のこと。
日（月）必着
＊申込期限後の取り消し、変更は認めません。また参加費の返金も致しません。
・振込先
株式会社ゆうちょ銀行
記号 １８１８０ 番号 ３７４７０５７１
代表 小原 正一（オバラ ショウイチ）
この口座を他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は次の内容を
ご指定ください。
「店名」 八一八（読み・・ハチイチハチ
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
「店番」
818［預金種目」普通預金「口座番号」３７４７０５７
バドミントン連盟で取りまとめますので、
・連盟で一括し上記の振込先に申込締切りまでに送金すること。
別紙『愛知県参加選手の募集について』をご覧ください。
・振込時には、［都道府県名］と「送金者名」を参加料納入表に必ず記入をお願い致しま
す。
・問い合わせ先
小原 正一
０９０-７９３５-３９４７
２０１９年４月２５日(木) 必着のこと。
＊申込期限後の取り消し、変更はみとめません。又、参加費の返金も致しません。

16 申込方法等 （１）申込書入力フォーマットは「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
ダウンロードしてください。
（２）各都道府県社会人クラブバドミントン連盟又は原則として各都道府県協会で取りまとめ
て所定の申込入力フォーマットに必ず入力の上、下記の申込先専用メールへ送信し、下
記大会事務局まで印刷、捺印された用紙を郵送してください。
（３）未加盟道県は、申し込みと同時に「新規加盟登録申込書」に必要事項を記入の上提出し
てください。
[申込先]
〒982-0802
宮城県仙台市太白区八木山東2丁目１２－１６ 小原 正一 気付
第１２回 全国社会人クラブバドミントン大会 事務局 宛
clubad-misya1@outlook.com
●申込先専用メールアドレス
17 表

彰

種目１位から３位までを表彰する(種目別終了次第）。

18 スポンサー登録について
（１）スポンサー登録を希望するチームは、各都道府県の社会人クラブ連盟に所定の用紙にて
４月２５日(木)までに申請を行い承認を得ること。
なお、各都道府県の連盟は、その承認の写しを日本社会人クラブバドミントン連盟事
務局に送付すること。
（２）スポンサー登録に必要な申請書類（所定の様式）は、別途各連盟宛に事務局よりメール
又は、郵送にて送付する。
19 宿

泊 別紙を参照のこと。

20 着

衣 （１）競技中の着衣で色付き着衣を使用する場合は、（公財）日本バドミントン協会審査合格
品とする。
（２）着衣上の背面表示については，（公財）日本バドミントン協会大会運営規則第24条
を適用します。
宮城クラブ
宮 城

個

人
宮

名
城

（３）背面には必ずクラブ名又は個人名と都道府県の両方の表示をすること。
なお、個人での参加者はクラブ名の代わりに個人名を表示をすること。
（４）背面に明記するチーム名らは、申込書のチーム名と同一とし、使用する文字は常識の
範囲で見やすい文字とする（チーム名は漢字・英字・カタカナ・ローマ字等で標準的な
文字ならば認める)。
（５）主審が試合前に背面のチェックを行い、違反している場合は着替えをさせるか、ゼッケ
ンを手書きで作成し着用する。
21 大会事務局 〒982-0802

22 備

考

宮城県仙台市太白区八木山東2丁目１２－１６
第12回全国社会人クラブバドミントン大会 事務局
clubad-misya1@outlook.com
E-mail
℡＆Fax
022-244-2473
携帯
090－7935－3947

（１）本大会参加に際して提供されました個人情報は、本大会活動のみに利用するものであり
するものであり、それ以外に利用することはありません。
（２）線審については敗者審判とします（初回は主管にて行います）。
（３）病気・事故に備えて、各自健康保険証を持参してください。
怪我等の場合には、可能な応急処置はしますが、各自の責任に帰することとします。
但し、選手は全員傷害保険に加入します。
（４）本大会の詳細・連絡等を「日本社会人クラブバドミントン連盟」のホームページに随時
掲載していきます。
http://www.all-japan-msbf.com/
（５）（公財）日本バドミントン協会環境委員会からお願い。
①開催地のゴミの分別収集にご協力ください。
②宿泊先の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offにしてくださ
い。
③マイ歯ブラシを持参して大会に参加してください。

