第 40 回 愛知県社会人クラブチームバドミントン選手権大会（個人戦）要項
１．主

催

愛知県バドミントン協会、愛知県社会人クラブバドミントン連盟

２．後

援

中日新聞社

３．期

日

令和２年１２月 ５日（土
土）
１２月１２日（土
土）

および会場

碧南市臨海体育館
志段味スポーツランド

１２月１９日（土
土）
１２月２０日（日
日）

東海市民体育館、志段味スポーツランド

１２月２６日（土
土）
１２月２７日（日
日）

中ＳＣ、志段味スポーツランド

令和３年 １月１０日（日
日）
１月１６日（土
土）

江南市ＫＴＸアリーナ、志段味スポーツランド
大治町ＳＣ、いちい信金Ａ、豊田市運動公園
豊田市運動公園
いちい信金Ａ

１月２３日（土
土）
１月２４日（日
日）

天白ＳＣ、東ＳＣ、志段味スポーツランド
志段味スポーツランド

１月３１日（日
日）

岩倉市総合体育文化センター

※ 開会式及び開始式 午前 9 時 20 分
４．種

試合開始 午前 9 時 30 分

目
（１）一般 男子選手権Ａ（リーグ戦１～３部） 単、複
（２）一般 男子Ｂ（リーグ戦４～６部） 単、複
（３）一般 男子Ｃ（リーグ戦７部以下） 単、複
（４）一般 女子選手権Ａ（リーグ戦１～３部） 単、複
（５）一般 女子Ｂ（リーグ戦４部以下） 単、複
（６）男子（３０歳以上）単、複

（16）女子（３０歳以上）単、複

（７）男子（３５歳以上）単、複

（17）女子（３５歳以上）単、複

（８）男子（４０歳以上）単、複

（18）女子（４０歳以上）単、複

（９）男子（４５歳以上）単、複

（19）女子（４５歳以上）単、複

（10）男子（５０歳以上）単、複

（20）女子（５０歳以上）単、複

（11）男子（５５歳以上）単、複

（21）女子（５５歳以上）単、複

（12）男子（６０歳以上）単、複
（13）男子（６５歳以上）単、複
（14）男子（７０歳以上）単、複
（15）男子（７５歳以上）単、複
（22）一般 混合複選手権Ａ
（23）一般 混合複Ｂ（男子リーグ戦５部以下、女子リーグ戦３部以下）
（24）混合複 ペアの合計が ６０歳以上、但し（両名共に３０歳以上）
（25）混合複 ペアの合計が ７０歳以上、但し（両名共に３０歳以上）
（26）混合複 ペアの合計が ８０歳以上、但し（両名共に３５歳以上）
（27）混合複 ペアの合計が ９０歳以上、但し（両名共に４０歳以上）
（28）混合複 ペアの合計が１００歳以上、但し（両名共に４５歳以上）
（29）混合複 ペアの合計が１１０歳以上、但し（両名共に５０歳以上）
（30）混合複 ペアの合計が１２０歳以上、但し（両名共に５５歳以上）
（31）混合複 ペアの合計が１３０歳以上、但し（両名共に６０歳以上）
※ 年代別種目の年齢
年代別種目の年齢は、
年齢は、令和
は、令和３
令和３年（2021）
2021）４月１日現在とする。
日現在とする。
※ 申込数が２人（２組）以下の種目は、若年齢に組み入れる等の調整をする事もあります。

男女共ともリーグ戦４部以下の人が選手権Ａに出場は可。
男子リーグ戦７部以下の人が男子Ｂに出場は可。
５．競 技 規 則

令和２年度（公財）日本バドミントン協会競技規則・同大会運営規程等による。
但し、出場申込数により、ポイント制限する場合あり。

６．試 合 方 法

各種目とも予選リーグを行ない、勝ち上がり者によって決勝トーナメントを行なう。
但し、出場者が４人、３人、４組、３組のときはリーグ戦により順位を決定する。

３位決定戦は行なわない。
＊令和２年１２月 ５日（土
土） 混合複 選手権Ａ、混合Ｂ、混合６０～９０歳以上
＊
＊
＊

１２月１２日（土
土） 混合複 混合１００～１３０歳以上
を行なう。
１２月１９日（土
を行なう。
土） 複 男子４０～７５歳以上、女子３５～５５歳以上
１２月２０日（日
日） 複 男子選手権Ａ、男子Ｂ、男子Ｃ、男子３０～３５歳以上、
女子選手権Ａ、女子Ｂ、女子３０歳以上

＊
＊

を行なう。

１２月２６日（土
土） 単 男子４０～７５歳以上、女子３０～５５歳以上
を行なう。
１２月２７日（日
日） 単 男子選手権Ａ、男子Ｂ、男子Ｃ、男子３０～３５歳以上、
女子選手権Ａ、女子Ｂ
を行なう。

＊令和３年 １月１０日（日
日） 複 残り試合
＊
１月１６日（土
土） 単 残り試合
＊

１月２３日（土
土） 予備日

＊

１月２４日（日
日） 予備日
１月３１日（日
日） 予備日

＊

を行なう。

を行なう。
を行なう。

注）複数会場がある日の各種目の実施
複数会場がある日の各種目の実施場所
各種目の実施場所は、
場所は、参加人数により振り分けますので、後日発表と致します。
７．使用ｼ ｬ ﾄ ﾙ

（公財）日本バドミントン協会検定合格品（水鳥球）

８．参 加 資 格

本年度、愛知県社会人クラブバドミントン連盟を通じて、愛知県バドミントン協会に会員
登録したものであること。

９．参 加 料

１人２種目までの出場に限定します（単・複又は複・混合複）
１人２種目までの出場に限定します
１人１種目 1,500 円（複は 1 組 3,000 円）国際交流資金積立金 １人（実人員） 100 円

１０．申込締切日

令和２年
令和２年１０月
１０月 ２２日（木
日（木） 必着 申込受付期間 １０月１０日（土）～１０月２２日（木）

１１．申 込 方 法

団体代表者が各団体にて取りまとめて（個人の場合はこの限りでない）、
下記まで電子メール
電子メールで
電子メールで送付（
送付（ 送付可の場合 ）してください。
電子メールで送付できない場合は、印刷された用紙を郵送してください。（出来るだけメールにて）
電話・FAX による申し込みは受け付けない。
他団体の選手とのペアで申し込みする際は、所属も明確にしてください。

電子メール msbf@badminton-aichi.com
申込書を確認後、振込先等を電子メールにて返信しますので、そこに記載の口座に参加料等を
振り込んでください
※ 振込期間 １１月２１日（土）～１１月３０日（月）
郵送の場合は
〒456456-0035 名古屋市熱田区白鳥 3-5-15 シェモア白鳥 303 号
池 田 茂 樹
気付
愛知県社会人クラブ
愛知県社会人クラブバドミントン連盟
クラブバドミントン連盟 宛
１２．表

彰

一般男子選手権Ａ単・複、一般女子選手権Ａ単・複、一般混合複選手権Ａは優勝杯（持ち回り）、
第２位まで表彰。その他の種目については、優勝楯、第２位まで表彰。

１３．そ の 他
（１） 開会式を大会初日（１２月５日 碧南市臨海体育館 AM 9:20）において行ないます。
又、各クラスの前回
各クラスの前回優勝者は、開会式の時に優勝杯を返還してください。
各クラスの前回優勝者は、開会式の時に優勝杯を返還してください。
（２） 選手権の部は、無差別クラスとする。又、シード制を取り入れることもある。

（３） 組合せ、および最終的なクラス分けの決定は、当連盟に一任のこと。又、参加人数が多くなった場合は、
ポイント制限をして試合が行なわれることもある。
（４） 申し込みにあたっては、必ずランク順に記入し
申し込みにあたっては、必ずランク順に記入し会員番号（
会員番号（１０
番号（１０桁）も記入
１０桁）も記入のこと。
桁）も記入のこと。（必須）
のこと。（必須）
（５） 申し込み後の選手の変更および追加は、一切認めない。
（６） 競技者着衣背面には、所属団体
競技者着衣背面には、所属団体を表示する
所属団体を表示すること。
を表示すること。（
こと。（団体名
団体名、個人参加の場合は、個人名）
、個人参加の場合は、個人名）当日、表示
当日、表示のない
表示のない
場合は、失格となる場合がありますので、ご注意ください。（ゼッケン
（ゼッケン着用
着用の場合は
の場合は四隅止め
四隅止めとする
とする。
場合は、失格となる場合がありますので、ご注意ください。
（ゼッケン
着用
の場合は
四隅止め
とする
。）
（７） 本大会の競技中に生じた事故に対しては、主催者側で応急の処置はするが、以後の責任は負わない。
当連盟負担で参加選手全員、傷害保険に加入しますので、申込書に氏名・生年月日・年令をはっきりと
正確にご記入ください。
（10） 前期（第 89 回）リーグ戦申込み時から所属が変更となる場合は、事前に所定の移籍届
所定の移籍届を提出し、
所定の移籍届
受理されること。
（11） 大会内容問い合わせ先、下記メールアドレスへお願いします

msbf@badminton-aichi.com
「お問い合わせの際は、パソコンからの返信メールを受信できるようにしておいてください。」
（12） 各体育館ついては、駐車台数が少ないのでできるだけ公共交通機関を利用すること。

また、体育館近隣の商業施設（スーパー、パチンコ店など）には駐車しないこと。
＊ 第 32 回大会で、同じ人物が重複して、2 つ以上の複で申込むという事態が発生しております。事前に確認した上で申込
みを行なってください。

◎ 大会開催時 新型コロナウィルス拡散防止にむけてのお願い
①次の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください
１）体調がよくない（37.5 度以上の発熱、倦怠感、喉の痛み、咳、味覚・嗅覚異常等の症状がある）
２）同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる
３）大会前の 14 日以内に海外への渡航経験がある、又は当該在住者との濃厚接触がある
②マスクは当日持参し、競技を行っていない時にはマスクを着用してください
③手洗い、アルコール等による手指消毒等による日常の感染症予防の実施をお願いします
④他の参加者、大会関係者等との距離の確保してください（できるだけ１m 以上）
⑤大きな声での会話や応援（声援）を禁止します。拍手のみ行って下さい
⑥参加者把握のため、氏名・連絡先等の個人情報取得及び管理にご協力お願いします
⑦棄権の場合は、 msbf@badminton-aichi.com までメールにて連絡をお願いします
⑧外履きは袋に入れ自分で管理し下駄箱は使用しないでください
⑨更衣室では着替えのみとし、密を避け、シャワー・ロッカーは使用しないでください
⑩観戦は距離を空けて行い、席を移動しないでください（可能な限り座席指定を実施します）
⑪ウォーミングアップは距離をあけて行ってください
⑫コートサイドに脱衣籠やドリンクケースは設置しないのでバッグ等をコートに持参してください
各コート指定の小机の上にバッグを置きドリンク・タオルも各自のバッグに収容してください
⑬ラケット・タオル等の用具の貸借はしないでください
⑭床の汗拭きは、モップもしくは所定の用具を使用してください
⑮汗をコート内やコートサイドに投げたりシューズの裏を手で拭かないでください
⑯試合中の意識的な声出しや選手同士のハイタッチは行わないでください
また、試合開始時に行っていた対戦相手との握手も行わないでください
⑰上位対戦までは勝者審判
勝者審判とします
勝者審判
敗者はすみやかに退場し、勝者は次の試合の審判を担当してください
⑱1・2 回戦終了までは観戦者の入場を制限する場合があります
制限がかかった場合は駐車場などで待機してください
また、可能な限り座席指定を行いますのでその指示に従ってください
⑲マスクを始めゴミは全て持ち帰り自宅で処分してください
⑳その他感染防止のために主催者が決めた措置を遵守願います

全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会（団体戦）
及び全国社会人クラブバドミントン選手権大会（個人戦）への参加について
※本大会の成績は、
令和３年２月２０日（土）
、２１日（日）
・２２日（月） 大阪市（大阪府）にて開催される
【団体戦】第
第 21 回全国社会人クラブ対抗
回全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会
対抗バドミントン選手権大会
（一般男子団体
･････ ２複１単）
（一般女子団体

･････ ２複１単）

（一般混合団体

･････ ３複）

（成年男子団体

･････ 35・40・45 歳以上の年代別） ３複

（壮年男子団体Ａ

･････ 50・55・60 歳以上の年代別） ３複

（壮年男子団体Ｂ

･････ 65 歳以上の合算 400 歳以上） ３複

（成年女子団体

･････ 30 歳以上の合算 210 歳以上） ３複

（壮年女子団体

･････ 45 歳以上の合算 300 歳以上） ３複

（年代別混合団体Ａ ･････ ペア合計 60・70・80 歳以上） ３複
（年代別混合団体Ｂ ･････ 成年以上の合算 300 歳以上）

３複

（年代別混合団体Ｃ ･････ 成年以上の合算 360 歳以上）

３複

成年とは、男子：35 歳以上 女子：30 歳以上
注）参加資格について、
（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、無資格者は特例対応措置として参加が認められる、その場合令和２年度内に公認審判員資格検定会
が開催される時は受講する事。
ならびに、令和３年６月１８日（金）
・１９日（土）
・２０日（日） 豊田市（愛知県）にて開催される
【個人戦】第
第 14 回全国社会人クラブバドミントン選手権
回全国社会人クラブバドミントン選手権大会
選手権大会
（一般男子 単、複） （一般女子 単、複） （一般混合 複）
（30 歳以上男子単、複） （30 歳以上女子単、複） （合計 60 歳以上混合複）
（35 歳以上男子単、複） （35 歳以上女子単、複） （合計 70 歳以上混合複）
（40 歳以上男子単、複） （40 歳以上女子単、複） （合計 80 歳以上混合複）
（45 歳以上男子単、複） （45 歳以上女子単、複） （合計 90 歳以上混合複）
（50 歳以上男子単、複） （50 歳以上女子単、複） （合計 100 歳以上混合複）
（55 歳以上男子単、複） （55 歳以上女子単、複） （合計 110 歳以上混合複）
（60 歳以上男子単、複）

（合計 120 歳以上混合複）

（65 歳以上男子単、複）

（合計 130 歳以上混合複）

（70 歳以上男子単、複）
（75 歳以上男子単、複）

有資格者であること。
注）参加資格について、公財）日本バドミントン協会公認審判員の有資格者
有資格者
の選手選考の参考とする。
※ なお、上記の開催種目は、現時点での案であり、実際は、今後発表される各大会の開催要項に従い、決定される。
全国大会への参加申込数が多数の場合は、この第４０回個人戦の成績が選手選考の判断基準となりますので、
ご承知おきください。
理事長

山田 薫

