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第22回関東小学生オープンバ ドミントン大会開催要項

関東バ ドミントン連盟  関東小学生バ ドミントン連盟

群馬県バ ドミントン協会  群馬県小学生バ ドミントン違盟

日本小学生バ ドミントン連盟 群馬県教育委員会   (公 財)群馬県スポーツ協会

伊勢崎市 伊勢崎市教育委員会  伊勢崎市スポーツ協会 上毛新聞社

ヨネックス株式会社 ミズノ株式会社 株式会社ゴーセン

株式会社ViCTOR SPORTS  有限会社ラケットショツプ ミッキー

令和3年 11月 27日 (■)  9:00  受付

9:30  開会式

10:00  試合開始

令和3年 11月 28日 (日 )  9:30  決勝 リーグ

16:30  試合終了後閉会式

伊勢崎市民体育館

〒372‐ 0002 .伊勢崎市堤西町93    TEL 1 0270-23-7015

男女別都道県対抗戦 (複-1 単-2)

2021年度 (公財)日 本バ ドミントン協会競技規則、大会運営規定及び同公認審判員規程

による。

(1)男子都道県対抗戦、女子都道県対抗戦

(2)1複 2単団体戦とする (複 1 単 1 単 2の順で行う。)

(3)1対抗戦内で、選手は単・複を兼ねることは出来ない。

(4)チ ーム編成は、監督 1名・コーチ 1名、選手 4～ 6名 とする。

(5)予選 リーグ戦を行い、 リーグ戦の順位結果で順位決定リーグ戦を行う。

(6)予選 リーグ戦・順位決定リーグ戦ともに打ち切ることはせず 3試合行う。

(7)時間によっては交流戦を行う。 (状況によって打ち切ることがある。)

2021年 度 (公財)日 本バ ドミントン協会検定・審査合格用器具及び検定合格水鳥球を

使用する。

(1)関東 1都 7県の小学生であること。

(2)(1)の 他、関東バ ドミントン連盟に推薦された都道府県の小学生であること。

(3)都道府県バ ドミントン協会会長が参加を承認 した者で構成されたチームであること。

(4)2021年 度 (公財)日 本バ ドミン トン協会登録済の者で構成されたチームであること。

(5)関東 1都 7県は、男女各 1チームとする。ただし招待チームが揃わないときに

開催都県は男女各 1チームを追加する事ができる。

また、関東小学生バ ドミントン連盟の推薦チームも参加できる。

(6)監督・ コーチは都道府県バ ドミントン協会が委嘱 した指導者 (成人)と し、

(公財)日本バ ドミン トン協会登録者及び同公認審判資格有資格者とすること。

(7)負傷、疾病による選手の変更は、監督会議までに書面を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。



12参 カロ 費

13申 込 方 法

14表  彰

15組 合 せ

16監 督 会 議

17 宿     ,自

18そ の 他

1チ ーム 30, 000円

下記口座に令和 3年 10月 16日 (上)ま でに振 り込むこと。

銀 行 名 :群馬銀行    店 名 :大原 (おおばら)支店

口座番号 :普通預金 0708324

国座名義 :群馬県小学生バ ドミントン連盟 事務局長 石原敏正

所定の申込用紙により、各都県 (都道府県)バ ドミントン協会会長印を押印後

令和 3年 10月 16日 (土)ま でに下記ヘメールで申し込むこと。

申込データを群馬県バ ドミントン協会のホームページからダウンロー ドして使用可能です。

①、申込書 (エ クセルデータ)送付先

群馬県小学生バドミントン連盟 副理事長 棄原 宏政 (ク ワバラ ヒロマサ)

エクセルデータ宛先 :.:   : _l.:.1 ‐ .:.   TEL:090-5393-6684

②、PDF送付 :申 込書に会長印押印後PDF変換したもの

群馬県小学生バ ドミントン連盟 理事長 高野 貞男 (夕 カノ サダオ)

PDF宛先 :1_._.:_1111-― |.__■
‐__:― :_     TEL:090-4679-1192

男女共上位 3位まで賞状並びに記念品を授与する。

大会主催者に一任とする。

令和 3年 11月 27日 (土) 9:10 会場にて

別紙宿泊要項により申し込むこと。 (各チーム単位でお願い致 します。)

(1)大会ウエアは (公財)日 本バ ドミントン協会審査合格品とする。

(2)上着の背中中央部に、横 25cm、 縦 15cmの 範囲内に都道府県名・名前を表示し

識別できる色を使 うこと。

なお文字の表示は (公財)日 本バ ドミントン協会大会運営規定第 24条を適用すること。

(3)参加者は傷害保険に加入すること。 大会期間中の怪我等については応急処置

は行いますが、その後は参加者・チームで処置願います。 (期 間中看護師が常駐)

(4)新型コロナウイルス感染症防止対策として、参加選手・コーチ 。関係者は、大会直前

2週間の体温測定を行い感染症対策チェックリス ト (体温測定)に記入 して受付時

提出をお願い致 します。

(5)大会参加に際して提供される個人情報 (氏名・所属 。画像)は、本大会活動及び

広報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。

(6)申込用紙等は、群馬県バ ドミントン協会のホームページからもダウンロー ドできます。

19連 絡 先 群馬県小学生バ ドミントン連盟  理事長 高野 貞男

携帯 :090-4679-1192

メール :badsadata1997@ae.auone― n崚 .jp


