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全国中学校バ ドミン トン大会 参加細則

1.団体戦のマネージヤーは,出場校の教員又は生徒 とする。外部指導者 (コ ーチ)は , 日常の部活動

指導に携わっている者とし,出場校の校長が認めた者とする。その際,外部指導者 (コ ーチ)は「コー

チ確認書 (承認書 )」 を大会参加申込みと一緒に送付すること。なお,団体戦でベンチ入りができる者

は,監督,マ ネージャーまたは外部指導者 (コ ーチ),選手とする。外部指導者 (コ ーチ)は ,同 一人

が複数校の外部指導者 (コ ーチ)に はなれない。また,中学校の教職員は外部指導者 (コ ーチ)に は

なれない。

2.団体戦の選手変更及び監督,マ ネージャーまたは外部指導者 (コ ーチ)の 変更については,疾病や

傷害などの特殊な場合のみとし,監督会議の開始前に書面 (所定用紙)に よって大会事務局に中し出

る。なお,選 の追加は認めない。

3.個人戦でベ ンチ入 りで きる者は,監督,選手 を基本 とする。但 し,団体戦 との重複出場の個人戦出

場者の場合には,団体戦 に登録 してある監督,マ 不―ジヤー (出 場校の教員又は生徒),外部指導者

(コ ーチ),及 び選手は,ベ ンチ入 りがで きる。その他,入場許可申請 を行い,大会実行委員会に承認

された者はベ ンチ入 りがで きる。

4.個人戦の入場許可申請は,別紙の所定用紙にて申請を行うこと。また,大会参加申込みと一緒に送

付すること。入場許可申請を受ける者で,出場校の中学校以外の教職員へは入場許可申請をすること

ができない。入場許可申請は男女別の個人戦 とし,それぞれ 1名ずつの申請を認める。

5.依頼監督は,監督会議への出席及び試合時のベンチ入 りを認める。但 し,依頼監督は所定の手続き

を行い,大会実行委員会が承認 した者とする。

6.監督,マ 不―ジヤーまたは外部指導者 (コ ーチ),選手は,本大会が全国の中学校生徒 を基盤 とした

学校教育活動下での大会であることを認識 し,そ の歴史的な意義や品位 を保つために,服装等 を整え

る とともに,大会運営 に協力 をす ること。なお,試合時 には,大会実行委員会か ら発行 された ID
カー ドを必ず着用すること。

加料の振 り込みについては
, 込時 に必ず大会 カロ し込み と同 じ学校名の人 を′ うこと

(振込確認のため )

8.参加選手並びに監督は,団体戦・個人戦の出場を問わず,開会式には必ず参加する。また,閉会式

(表彰)に は,団体戦・個人戦ともに 1位～ 3位 に入賞 した選手・監督・マネージャーまたは外部指導

者 (コ ーチ)が参加すること。

9.使用器具は,平成21年度財団法人日本バドミントン協会検定合格器具とする。ただし, シャトルの

銘柄は次の通りとし,室温にあったものとする。【大会使用の銘柄 (予定)を 記載】

【ヨネックス :ト ーナメント,ゴーセン:ゴーセン・フェザー10,メ トロ:プロフェザーGX,
モアジャパン:モ アウルトラセレクト,ア メアスポーッ (ウ イルソン):TOPLINEl∞,薫風 :マ ッ

チ ポ イ ン トエ ア ロ99, ミズ ノ :SKYCROSS EX】

10.競技上の服装は,財団法人日本バ ドミントン協会審査合格品とする。上衣の裾は下衣の中に入れて

競技を行うこと。防汗や整髪のために,ハ チマキの使用は認めるが,体裁良く結ぶこと。
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11.上衣の背中中央部には,縦 15cm,横30mの範囲内に校名および姓の表示をする

書)で明記すること。チーム内に同姓がいる場合には名前の一文字を小さく入れ

,」
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る

。日本文字 (楷

と。

○  ○  中 |

|

長 崎 太
15cm

30cm

12.試合前の練習時間については,挨拶の後に団体戦は 3分ずつ とし,番号の若いチームか ら行 う。個

人戦については同時に 3分間 とする。 シングルスは対戦同士にて行 うこと。

13.団体戦については,試合の進行状況により,最初から2, 3コ ー ト並行で実施することがある。ま

た, 2試合先取 した時点で,試合は打ち切 りとし,その後の試合 tま行ゎ主い。

14.すべてのゲーム中に,一方のサ イ ドのスコアが 11点 になった とき,60秒を超えないインターバルを

認める。

15.第 1ゲーム と第 2ゲームの間,第 2ゲーム と第 3ゲームの間に 120秒 を超 えないイ ンターバル を認

める。

16.シ ャ トルがインプレーでないときに限 り,プ レイヤーはマッチ (試合)中 のア ドバイスを受けるこ

とができる。プレイヤーはインターバルを除き,マ ッチ (試合)中 ,主審の許可なしにコー トを離れ

てはならない。

17.競技 中の汗拭 きは,マ ッチ (試合)を 中断 しないように心掛ける

審の許口∫を得て行い,ス クイズボ トル (受付時に支給)を 使用する

18.競技場 は,コ ー トマ ッ トを使用 し,エ アコン (冷房)を 入れる。

19.練習会場はプロック別に設定 しているので,詳 しくは別紙の練習会場一覧表を参照すること。練習

会場では,係員の指示に従うこと。

20.宿 泊については,大会実行委員会の斡旋業者による宿泊を利用すること。宿泊申込みについては
,

別紙の宿泊要項等を参照 し,所定の申込みを行うこと。

21.プログラム等に誤字・脱字がないように留意するが,訂正があれば,受付時に配布する書面にて,

監督会議前に申し出ること。申し出により,後 日大会本部より正誤表にて訂正する。

22.式典について

(1)開 会式等

① 開会式は,平成21年 8月 18日 (火)16時 より「長崎県立総合体育館」で開催する。

② 監督会議は,平成21年 8月 18日 (火)14時 より「長崎県立総合体育館」で開催する。

(2)閉会式等

① 閉会式は,平成21年 8月 21日 (金)個人戦の決勝終了後,準備ができ次第,長崎県立総合体育

館で行う (13時30分頃)

② 団体・個人ともに 1位～3位に入賞した選手・監督・マネージャーまたは外部指導者 (コ ーチ)

が参加する。 (マ ネージャー・外部指導者 (コ ーチ)は団体戦のみ)
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23.受付 について

8月 18日 (火 )(19日 以降については 7時50分 ～)

24.開催地のゴミの分別収集に協力 して下さい。

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 して下さい。

マイ歯プラシを持参 して大会に参加 して下さい。

25.そ の他

長崎県立総合体育館の駐車場 につ きましては,係員の指示に従 うようお願い します。

対    象 時 問 場 ルF

選手団・監督会議出席の監督 13時 00分 ～ 15時 30分 長崎県立総合体育館 1階玄関

来賓 。大会役員・視察員

報道関係者
15時 00分 ～ 16時 00分 長崎県立総合体育館 1階玄関
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