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催  公益財団法人 日本バ ドミン トン協会

文部科学省  公益財団法人 日本中学校体育連盟

愛知県 愛知県教育委員会 財団法人愛知県体育協会 愛知県中小学校体育連盟
大府市  東海市  大府市教育委員会  東海市教育委員会 大府市体育協会
スポーツ東海バ ドミン トン部  中日新聞社  知多メディアス株式会社

ヨネックス株式会社

株式会社 ゴーセン

ミズノ株式会社

尾崎商事株式会社

株式会社メ トロ  アメアスポーツジャパン株式会社
アディダスジャパン株式会社 ベネッセコーポレーション
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大府市民体育館 (第 1会場 12コ ー ト)

大府市横根町平地 191番地 電話
東海市民体育館 (第 2会場 14コ ー ト)

東海市高横須賀町桝形 1-1 電話
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9.種   目

10.競 技規則

都道府県対抗団体戦

平成 23年度 (公財)日 本バ ドミン トン協会競技規則,同大会運営規程及び同公認審
判員規程による。

11.競 技方法 (1)各都道府県対抗 3単 2複 (男子単 1-女子単一男子複―女子複―男子単 2
の団体戦 とし,単複、男子単 1と 男子単 2は兼ねられない。

(2)予選は リーグ戦を行い,各 リーグ 1位の都道府県で決勝 トーナメン ト戦を行 う
ただし, 3位決定戦は行わない。

12.参 加資格 平成 23年度 (公財)日 本バ ドミン トン協会登録会員で,各都道府県バ ドミン トン協
会長の参加承認を得た中学生 (1, 2年生)であること。

参加数は各都道府県 1チーム (北海道は南北各 1チーム)と する。
但 し開催都道府県は 1チームを追加出場できる。

13.参 加数

14.団 体編成 (1)団 体編成は,男子選手 4名以上 6名 以内,女子選手 3名以上 5名 以内とする。
監督,コ ーチは,都道府県協会が委任 した指導者 (成人)と する。
(コ ーチをつけなくてもよい)

(2)負傷,疾病による選手の変更は,監督会議前までに書面によって,大会事務局
に申し出て,監督会議の承認を得なければならない。

15.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 23年度第 1種検定合
格水鳥球を使用する。

平成 23年度 第 12回全 日本中学生バ ドミン トン選手権大会
開  催  要  項

1.目  的  この大会は近年の国際的なバ ドミン トン界の状況に対応するため,全国都道府県の

優秀なバ ドミン トン選手が一堂に会 して,相互に技能向上をはかる機会としたい。ま
た,ス ポーツの交流を図り,中学生の健全育成 と生涯スポーツの基盤作 りに寄与する

ものである。

管  愛知県バ ドミン トン協会 愛知県中小学校体育連盟バ ドミン トン競技部

(火 )～ 29日 (木 )

:30監 督会議
:00開 会式 (大府市民体育館 )

:30都 道府県代表者会議
:50競 技開始
:40競 技開始
:40表 彰・閉会式



16.表  彰

21.宿   泊

17.参 加申込 所定の参加申込用紙 (正副 2枚)必要事項を記入の上,各都道府県協会長印を捺印 し
申込締切 日までに下記に送付すること。
あわせて,ホームページより,申 込用 EXCELフ ァイルをダウンロー ドし,大会事
務局に E―mailにて送信すること。その際,フ ァイル名を都道府県名斑sと して送信
すること。

正は,〒 150-8050東京都渋谷区神南 1-1-1
岸記念体育会館内
公益財団法人日本バ ドミン トン協会 宛

副は,〒 474-∞ 26愛知県大府市桃山町 3丁 目216番地
大府市立大府中学校内

第 12回全 日本中学生バ ドミン トン選手権大会
事務局 坂野 和久 宛

18.参 加料  1チ ーム40, 000円 とす る。 申込締切 日までに下記の 日座に振 り込む こと。

銀行名 碧海信用金庫  店名 大府中央支店

普通預金 口座 :6030802
回座名 第 12回全 日本中学生バ ドミン トン大会

店番 047

事務局 坂野 和久

19.申 込締切

20.組 合せ

平成 24年 1月 31日 (火)必着のこと

(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)の指示のもと,競
技審判部長 (デ ピュティー レフェリー)及び主管団体役員によつて行 う。

(1)優 勝者 に優勝杯 (持 ち回 り)な らびに (公財 )日 本バ ドミン トン協会会金
メ ダ ル を授 与 す る。

(2)第 2位 及び第 3位 の選手 に愛知県バ ドミン トン協会銀 ,銅 メグル を授
与す る。

(3)優 勝者 か ら第 3位 までの選手に賞状を授与する。

宿泊については,別紙の宿泊要項により斡旋する。
大会出場〈選手・監督,コ ーチ)にあたっては,必ず大会指定業者を通 して宿泊申込

みを行 うこと。

考  (1)競技中の怪我についての応急処置は主催者が行いますが,一切の責任は負いま
せん。参加者は健康保険証を持参すること。

(2)試合時の服装は,(公財)日 本バ ドミン トン協会審査合格品とし,背面には都道

府県名 (横 3 0cm,縦 1 5cm内 )を 明記すること。
(3)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。

(4)(公財)日 本バ ドミン トン協会環境委員会よりお願い

①(開催地の)ゴ ミの分別収集に協力して下さい。
②(宿泊先の)部屋から出るときには,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 して下さい。

(5)連絡先
〒 474-0026愛 知県大 ヒ山町 3丁 目216番 地

大府市立大府 中学校 内

第 12回全 日本 中学生バ ドミン トン選手権大会 事務局

TEL 0 5 6 2-46-5301
FAX 0 562-44-0030
携帯 090-4445-9390
E―mail i aichi」 httd@miy.oom
http://aichilhsbd.la.cOOcanip/znc2012/indcx.htinl

坂野和久宛

22.備
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