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第 16回全日本中学生バドミントン選手権大会開催事項

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。

公益財団法人 日本バ ドミン トン協会

全 日本中学生バ ドミン トン選手権大会宮崎県実行委員会

宮崎県バ 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

宮崎県・宮崎県教育委員会 。公益財団法人宮崎県体育協会

宮崎県高等学校体育連盟・宮崎県中学校体育連盟

宮崎市 。宮崎市教育委員会・公益財団法人宮崎市体育協会

ヨネックス株式会社

公益財団法人みやざき観光コンベンション協会

株式会社ゴーセン・ ミズノ株式会社

平成 28年 3月 20日 (日 )～ 22日 (火 )

20日 (日 )8:30 1受 付開始

9:00 前 日練習

14:30 監督会議 (宮崎市総合体育館大会議室)

16:00 開会式 (宮崎市総合体育館)

18:00 ブロック代表者会議 (ス カイタワーホテル)

21日 (月 ・祝)7:45 開場

9:00 競技開始

22日 (火)7:45 開場

9:00 競技開始

競技終了後、随時表彰を実施

宮崎市総合体育館 (メ イン会場 :10コ ー ト)

〒880-0879 宮崎市宮崎駅東 1-2-7 ■L0985-29-5603

宮崎県体育館 (サ ブ会場 :8コー ト)

〒880-0879 宮崎市宮崎駅東 2-4-l Ъ0985-24-3975

都道府県対抗団体戦

(1)チーム編成は男子選手、女子選手ともに 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。なお、コーチ

はつけなくてもよい

(2)負傷、疾病による選手・監督・コーチの変更は、監督会議開始前までに

書面によって大会事務局に提出し、監督会議の承認を得なければならな

い
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8.会  場

9.種  目

10.チーム編成
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11.競技規則

12.競技方法

13.使用用器具

14.参加資格

15.参 加 数

16.組 合 せ

17.参加 申込

18.参 加 料

19.締 切 日

20.表  彰

平成 27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

(1)各都道府県対抗 2単 2複 1混合 (男子単一女子単一男子複一女子複一混

合)の団体戦とし、男女単複は兼ねられない

(2)予選はリーグ戦とし、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

(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 27年度第 1

種検定合格水鳥球を使用する

平成 27年度 (公財)日 本バ ドミン トン協会に会員登録 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

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。ただし、

開催都道府県は 1チームを追加出場できる

(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、主管団体役員との間

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、申込締切 日までに下記に送付すること。あわせて、大会ホーム

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.xlsと して送信する

こと

正 〒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 〒880-0035 宮崎県宮崎市下北方町横小路5945

宮崎市立大宮中学校 内

第 16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 鈴木 保博 宛

1チーム40, 000円 とする。申込締切 日までに下記の口座に振 り込む

こと

宮崎銀行 西都支店 普通 5783
口座名  宮崎県バ ドミントン協会 会長 相澤 潔 (アイサ

゛
ワキヨシ)

平成 28年 1月 30日 (土)必着のこと

(1)優勝チームに、優勝杯 (持ち回り)を授与する

(2)優勝から第 3位までのチームに、(公財)日 本バ ドミン トン協会入賞メダ

ル (金、銀、銅メダル)を授与する

(3)優勝から第 3位までのチームに、賞状を授与する

宿泊については、別紙の宿泊要項による

大会出場 (選手 。監督・コーチ)にあたっては、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

-12-

21.宿  泊



22.監督会議   日時 :平成 28年 3月 20日 (日 )14:30～

場所 :宮崎市総合体育館大会議室

出席者 :各チームから2名以内とする

23.大会事務局 〒880-0035 宮崎県宮崎市下北方町横小路5945

宮崎市立大官中学校 内

第 16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 鈴木 保博

TEL 0 9 8 5-24-4 5 1 8

FAX 0 9 8 5-24-4 5 1 9

携 帯 090-6293-7364

E―mail : zennipponmiyazaki@yahoo.co.jp

URL:http://miyazaki― badminton.com/

24.備  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

は都道府県名のみ (横 30 cm、 縦20 cm内 )を 明記すること

(3)練習会場は別途用意いたしません。競技本部より指定された時間帯を利

用ください

(4)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

(5)(公財)日 本バ ドミン トン協会環境委員会よりのお願い

①宮崎市のゴミの分別収集に協力 してください

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 してください
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