
平成22年度 全国中学校体育大会
第40回全国中学校バ ドミン トン大会要項

1 目  的   この大会は,中学校教育の一環 として中学校生徒に広 くバ ドミン トン競技実践の機
会を与え,技能の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはか り,心身ともに健康な
中学校生徒を育成するとともに,中 学校生徒の相互の親睦を図るものである。

2 主  催  (財 )日 本中学校体育連盟  (財)日 本バ ドミン トン協会
岡山県  岡山県教育委員会  倉敷市  倉敷市教育委員会

3 主  管  中国中学校体育連盟  岡山県中学校体育連盟  倉敷市中学校体育連盟
岡山県バ ドミン トン協会

4 後  援  文部科学省  全 日本中学校長会  全国都道府県教育長協議会
全国市町村教育委員会連合会  NHK  全国新聞社事業協議会  読売新聞社
毎 日新聞社  岡山県中学校長会  倉敷市中学校長会
(財 )岡 山県体育協会  倉敷市体育協会  岡山県PTA連 合会
山陽新聞社  RSK山 陽放送  OHK岡 山放送

5 会  期  平成22年 8月 18日 (水 )～ 21日 (土 )

開会式 18日 (水)16:00～
競 技 19日 (木) 9:00～  団体戦 ベス ト4ま で

20日 (金) 9:00～  団体戦 準決勝。決勝 個人戦ベス ト8ま で
21日 (土) 9:00～ 個人戦 準々決勝～決勝

閉会式 21日 (土)13:00～  競技終了後 (団体戦・個人戦 表彰式)

6 会  場   (1)開 会式    「水島緑地福田公園体育館」
〒 712-8064 倉敷市福田町古新田1027 TEL 086-4562578

(2)競技・閉会式  「水島緑地福田公園体育館」

7 参加資格   (1)参 加者は,都道府県中学校体育連盟加盟の中学校に在籍する生徒で,校長およ
び都道府県中学校体育連盟会長が参加を認めた者 とする。

(2)年齢は,平成 7年 (1995年)4月 2日 以降に生まれた者に限る。
(3)前項以外の生徒が参加を希望する場合は,その年度の 6月 30日 までに,各都道

府県中学校体育連盟を通 して,(財 )日 本中学校体育連盟に申し出ること。
(4)各ブロックの競技要項により,全国大会参カロ資格を得て所属中学校長及び都道

府県中学校体育連盟会長が承認 した者であること。
(5)団体戦チームは,監督 1名 ,コ ーチまたはマネージャー 1名 ,選手 5～ 7名 (同

一校)で編成 とする。
(6)開催地はブロック大会に関係なく男女団体 1チーム,個人シングルス 2名 ,ダ

ブルス 1組が出場できる。
(7)参加資格の特例

①学校教育法第134条 の各種学校 (1条校以外)に在籍 し,都道府県中学校体育
連盟の予選大会に参加を認められた生徒であること。

②参加を希望する各種学校は,以下の条件を具備すること。
ア 全国大会の参加を認める条件

(ア )(財 )日 本中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解 し,尊重
すること。

(イ )生徒の年齢及び修業年限が我が国の中学校 と一致 している単独の学校
で構成 されていること。

(ウ )参加を希望する学校にあっては,運動部活動が学校教育の一環 として
日常継続的に当該校顧問教諭の指導のもとに,適切に行われているこ
と。
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イ 全国大会に参加 した場合に守るべき条件

(ア )全国大会開催基準を守 り,出場する競技種 目の大会申し合わせ事項に

従 うとともに,大会の円滑な運営に協力すること。

(イ )全国大会参加に際 しては,責任ある当該校校長または教員が生徒を引

率すること。また,万一の事故発生に備え,傷害保険等に加入するな

どして,万全の事故対策を立てておくこと。

(ウ )大会開催に要する経費については,必要に応 じて,応分の負担をする

こと。

(8)個人情報の取 り扱い (利用 目的)

大会の主催者は,個人情報保護に関する法令を遵守 し,(財 )日 本中学校体育

連盟個人情報保護方針・規定に基づき,取得する個人情報について適正に取 り

扱 う。

又,取得 した個人情報は,競技大会の資格審査 。競技大会運営上必要なプロ

グラム編成及び作成・ホームページ・掲示板・報道発表 。記録発表 (記録集 )

等,そ の他競技運営及び競技に必要な連絡等に利用する。大会に参加する各選

手はこれに同意する。

8 参 加 料  参加選手一人につき2,000円 とする。

9 引 率 者   (1)参 加生徒の引率者 。監督は出場校の校長・教員 とする

及び監督   (2)全 国大会では外部指導者 (コ ーチ)をおくことができる。外部指導者 (コ ーチ)

は,出場校の校長が認めた者 とし,所定の 「外部指導者 (コ ーチ)確認書 (校長

承認書)」 に必要事項を記入 し,大会事務局に参加申し込み時に提出する。た

だし,当 該校以外の中学校教職員は外部指導者 (コ ーチ)に はなれない。また ,

同一人が複数校の外部指導者 (コ ーチ)に はなれない。

(3)引率者の特例

全国中学校体育大会の個人種 目への参加について,校長・教員が引率できず校

長がやむを得ないと判断 した場合に限 り,「全国中学校体育大会引率細則」に

より,校長が引率者 として承認 した外部指導者の引率を認める。

全国中学校体育大会運営の基本 と開催基準P.3「 全国中学校体育大会引率細

則」参照

10 参 加 校  ブロック割当数 (男 女とも同数 とする)

北海道 房11ヒ 関東 北信越 東 海 近 畿 中国 四国 九州 開催地 合計

団体戦 2 3 4 ９
“

つ
４ 3 2 つ

４ 3 1 24

個人単 4 4 6 3 3 4 3 3 4 2 36

個人複 2 3 4 2 2 3 2 つ
４ 3 1 24

団体戦  負傷・疾病などによる選手の変更は,監督会議開始前に書面によつて大

会事務局に申し出る。

個人戦  単 。複 (同 一校編成)を行 う。参加数は上記の通 りとする。

11 競技規則  平成22年度 (財 )日 本バ ドミン トン協会競技規則 。同大会運営規程・同公認審判員規程

による。

12 使用用器具  (財 )日 本バ ドミン トン協会検定・審査合格用器具及び同平成22年度第 1種検定合格水

鳥球を使用する。

13 競技方法   (1)男 女学校対抗団体戦及び個人戦 (男 女シングルス・男女ダブルス)を行 う。

(2)ト ーナメン ト方式により優勝を決定する。 (3位決定戦は行わない。 )

(3)団体戦は,複 2・ 単 1の対抗 とし,複・単・複の順に行 う。

(同 一選手が,単 と複,及び複 と複を兼ねて出場することはできない。 )

(4)個 人戦は単と複を兼ねて出場することができない。
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団 体

賞 状 lul日本中学校体育陣甲

賞 状 (D日本バドミントン協絵

伺啜  lul 日本バドミントン絵

倒勝杯 (助 日本バ ドミントン協会

晰  
…メダル Gわ 日本′ヾドミントン協会

メダル 実行委員会

トロフィー lul日 本中学校体育連盟

トロフィー 実行委員会

賞 状 (財)日 本中学校体育連盟

賞 状 倶の 日本バドミントン協会

メダル 実行委員会

トロフィー

…トロフィー 実行委員会

賞 状 (lll日 本中学校体育連盟

賞 状 (lll日 本バドミントン絵

メダル 実行委員会

トロフィー 
…トロフィー 実行委員会

賞 状 (■ll日本中学校体育連盟

賞 状 (D日本バドミントン協会

例協不 (D日本バドミントン絵

優勝杯 読売新聞社

メダル αO 日本バドミントン協会

メダル 実行委員会

トロフィー 実行委員会

賞 状 Gオ)日 本中学校体育連盟

賞 状 Qの 日本バドミントン協会

メダル 実行委員会

トロフィー 訪読課庁野仕

トロフィー 実行委員会

賞 状 ② 日本中学校体育連盟

賞 状 倶わ 日本バドミントン協会

メダル 実行委員会

トロフィー ¨

トロフィー 実行委員会

※優勝旗 。優勝杯 ((財)日 本バ ドミン トン協会)は持ち回 り

15 参加申込   (1)申 込方法

プログラム作成の関係上,ブ ロック大会最終 日までに,所定の申込書の必要事
項を明確にし,FAXに て仮申込を行 うこと。
その後,正式の申込書を下記の申し込み先へ 8月 9日 (月 )必着で郵送すること。
(但 し, 8月 10日 にブロック大会が終わる近畿地区は10日 中に,11日 に終わる
九州地区はH日 中にメール等でデータだけ先に実行委員会に送ること)

(2)申 込先

〒710-8565  岡山県倉敷市西中新田640 倉敷市教育委員会 保健体育課
「第40回全国中学校バ ドミン トン大会 実行委員会事務局」
担当者   中須賀 祥雅
TEL  086-426-3835    FAX  086-421-6018

事務局携帯  0908713-5865
E――mail  kura― bado@city.kurashiki.okayama.jp

(3)引 率に関わる外部指導者の報告書
8(3)引 率者の特例における 「全国中学校体育大会引率者・監督者報告書」
は,大会参加申込書とともに,上記実行委員会事務局へ提出すること。

(4)参加料の納入

参加選手 (大会申込書に記入 された選手)一 人につき2,000円 (団 体戦 と個人戦
の両方に登録 された場合 も2,000円 とする。)を大会参加 申込書の発送 と同時
に大会実行委員会に振 り込みで納入すること。

振 込 先  中国銀行  倉敷市役所出張所  普通
口座番号   1237291
回座名義  全国中学校バ ドミン トン大会実行委員会 代表 中須賀 祥雅

第40回全国中学校バ ドミン トン大会実行委員会に一任す る。
※組合せ抽選会 平成22年 8月 12日 (木 )

ピュア リティまきび 。会議室 13:00～
〒700-0907 岡山市北区下石井2-6-41

■■086-232-051l   FAX 086-224-2995

16組 合 せ
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17 諸 会 議   (1)(財 )日 本中学校体育連盟バ ドミン トン競技部会 (ブ ロック代表者 )

8月 18日 (水)H:00～ 「ライフパーク倉敷」

(2)監 督会議  8月 18日 (水)14:00～ 「ライフパーク倉敷」

「ライフパーク倉敷」

〒 7128046 倉敷市福田町古新田940 TEL 086-454-0011

18 宿  泊  宿泊については,別紙宿泊要項による。適切な危機管理対応 (感染症 。自然災害等 )

を確保するため,必ず,大会実行委員会指定の業者を通 して申し込むこと。

(指 定外の宿泊施設の利用は,原則 として認めません。)

申込締切 日 平成22年 8月 12日 (木 )

取扱業者   「名鉄観光サービス株式会社・岡山支店」

第40回全国中学校バ ドミン トン大会  「全中デスク」

〒700-0903   岡山市北区幸町8-29

TEL 086-225-2771      FAX 086-225-7494

E―mail :mutsufumi.ebara@mwt.co.jp

担 当者 江 原 睦 文

19 備  考   (1)大 会期間中の負傷・疾病については,応急処置のみ行 う。また,本大会は独立

行政法人 日本スポーツ振興センター法の定めを適用する。なお,参加者は健康

保険証を持参することが望ましい。

(2)大会参加に関しては大会要項,及び大会参加細則を熟読の上参加すること。

(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。

20 連 絡 先   (1)大 会開催前  平成22年 4月 1日 (火 )～ 8月 17日 (火 )

〒710-8565  岡山県倉敷市西中新田640 倉敷市教育委員会 保健体育課
「第40回全国中学校バ ドミン トン大会 実行委員会事務局」

担当者   中須賀 祥雅

TEL 086-426-3835    FAX 086-421-6018

事務局携帯  090-8713-5865
E―mail  kura― bado@city.kurashiki.okayama.jp

(2)大会期間中 平成22年 8月 18日 (水 )～ 8月 21日 (土 )

HP 7 F'v z http: //pref. okayama. jp/kyoiku/hotai/zentyulbadminton. html

(昼間)  「水島緑地福田公園体育館」

〒7128064 倉敷市福田町古新田1027 TEL 08卜 4562578

(夜 間)  「倉敷国際ホテル」

〒710-0046 倉敷市中央1144
TEL  086-422-5141   FAX  086-422-5192

(3)大会ホームページURL
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