
平成 24年度 第 13回全日本中学生バ ドミン トン選手権大会
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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,相互に技能研修 をする機会 とする。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づ くりに寄与する

ものである。
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平成 25年 3月 23日 (土)～ 25日 (月 )

23日 (土)14:30監 督会議

16:00開 会式 (高松市総合体育館 )

18:00都 道府県代表者会議 (高松国際ホテル)

24日 (日 ) 9:30競 技開始

25日 (月 ) 9:10競 才支開始

14:00表 彰・閉会式

高松市総合体育館 (主会場 16コ ー ト)

香川県高松市福岡町 4丁 目36番 1号 TEL 087-822-0211

坂出市立体育館 (副会場 12コ ー ト)

香川県坂出市入船町 2丁 目 1番 59号  TEL 0877-45-6670

都道府県対抗団体戦

平成 24年度 (公財 )日本バ ドミン トン協会競才郊見則,同大会運営規程及び同公認審

判員規程による。

(1)各都道府県対抗 3単 2複 (女子単 1-男子単一女子複 一男子複 一女子単 2)の
団体戦 とし,単複 ,女子単 1と 女子単 2は兼ね られない。

(2)リ ーグ・ トーナメン ト戦による。ただ し,3位決定戦は行わない。

(1)参加数は各都道府県 1チーム (北海道は 2チーム)とする。ただ し,開催都道

府県は 1チームを追加出場できる

(2)チーム編成は,男子選手 3名以上 5名以内,女子選手 4名 以上 6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)

(3)負傷,疾病による選手の変更は,監督会議の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。

(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 24年度第 1種検定合

格水鳥球を使用する。

平成 24年度 (公財)日本バ ドミン トン協会に登録 した者で,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。
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15組 合 せ (公財)日本バ ドミン トン協会指名の競技役員長 (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,大会実行委員会 との間で,厳正に

執 り行 う。

所定の参加申込用紙 (正副 2枚)に必要事項を記入の上,各都道府県協会長印を押

し,申込締め切 り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
し込み用 EXCELフ ァイルをダウンロー ドし,大会事務局に E¶ailにて送信するこ

と。その際,フ アイル名を都道府県.xlsと して送信すること。

16 参加申込

17 参 加 料   1チ ーム 40,000円 とする。申込締切までに下記の回座に振 り込むこと。

百十四銀行

口座名

宮脇支店  店番 211  普通預金口座 0425567
第 13回全日本中学生バ ドミン トン選手権大会

事務局  地下 雄二 (ジゲ ユウジ)
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平成 25年  1月 31日 (木) 必着のこと

上位 3位までに賞状を授与する。入賞メダルについては, 1位は (公財)日本バ ド

ミン トン協会が,2位・ 3位については開催地が準備する。

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)にあたつては,必ず大会実行委員会指定業者を通

して宿泊申込みを行うこと。

(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 0om,縦 2 0om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

〒761-8052 香川県高松市松並町639番地 1 高松市立鶴尾中学校内

第 13回全 日本中学生バ ドミン トン選手権大会

実行委員会 事務局  地下 雄二

TEL C)87-867-3382
FAX 087-867-3392

携帯  090-4336-5366
E一mail:momomotoOedu― tens.net

URL:http://vww.geocities.」 p/kagawabado/
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I]ま, 〒
:150-8050

冨1は , :〒 761-8052

東京都渋谷区神南 1-1-1 岸記念体育館 内

公益財団法人日本バ ドミン トン協会 宛

香川県高松市松並町639番地 1

高松市立鶴尾中学校 内

第 13回全日本中学生バ ドミン トン選手権大会

実行委員会 事務局  地下 雄二  宛
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