
競競競競    技技技技    上上上上    のののの    注注注注    意意意意    事事事事    項項項項    

競競競競    技技技技    規規規規    則則則則            平成平成平成平成 22227777 年度年度年度年度((((公公公公財財財財))))日本日本日本日本バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン協会競技規則及協会競技規則及協会競技規則及協会競技規則及びびびび同大会運営規則同大会運営規則同大会運営規則同大会運営規則なななな

らびにらびにらびにらびに同公認審判員規程同公認審判員規程同公認審判員規程同公認審判員規程によるによるによるによる。。。。    

競競競競    技技技技    方方方方    法法法法            予選予選予選予選ははははリーグリーグリーグリーグ戦戦戦戦、、、、決勝決勝決勝決勝ははははトーナメントトーナメントトーナメントトーナメント戦戦戦戦としとしとしとし、、、、3333 位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦はははは行行行行わないわないわないわない。。。。    

                            4444 年生経験者年生経験者年生経験者年生経験者はエントリーはエントリーはエントリーはエントリー4444 人人人人のためのためのためのため、、、、決勝決勝決勝決勝リーグをリーグをリーグをリーグを行行行行うううう。。。。((((正式正式正式正式ルールルールルールルール))))    

                            ポイントポイントポイントポイントはラリーポイントはラリーポイントはラリーポイントはラリーポイント 21212121 点点点点 1111 ゲームゲームゲームゲームとするとするとするとする。。。。セッティングなしセッティングなしセッティングなしセッティングなし。。。。    

                            1111 年生年生年生年生～～～～3333 年生年生年生年生そしてそしてそしてそして 4444 年生以上年生以上年生以上年生以上のののの初心者初心者初心者初心者はははは 15151515 点点点点 1111 ゲームゲームゲームゲーム、、、、    

5555 年生以上経験者年生以上経験者年生以上経験者年生以上経験者はははは 21212121 点点点点 1111 ゲームゲームゲームゲーム        セセセセッテングなしッテングなしッテングなしッテングなし    

                            ゲームはゲームはゲームはゲームはインターバルインターバルインターバルインターバルなしなしなしなし、、、、コートチェンジはコートチェンジはコートチェンジはコートチェンジは行行行行わないわないわないわない。。。。試合試合試合試合のののの進行進行進行進行はははは、、、、

タイムテーブルにタイムテーブルにタイムテーブルにタイムテーブルに従従従従ってってってって進行進行進行進行しますしますしますします。。。。二巡目以降二巡目以降二巡目以降二巡目以降はははは選手集合所選手集合所選手集合所選手集合所におにおにおにお集集集集まりまりまりまり

下下下下さいさいさいさい。。。。アナウンスにはアナウンスにはアナウンスにはアナウンスには十分注意十分注意十分注意十分注意してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。    

                            「「「「決勝決勝決勝決勝トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント」」」」    

・・・・1111 年生年生年生年生～～～～3333 年生年生年生年生そしてそしてそしてそして 4444 年生以上年生以上年生以上年生以上のののの初心者初心者初心者初心者はははは 15151515 点点点点 2222 ゲームゲームゲームゲーム先取先取先取先取、、、、ファファファファ

イナルゲームはイナルゲームはイナルゲームはイナルゲームは 10101010 オールよりオールよりオールよりオールより 5555 点先取点先取点先取点先取とするとするとするとする。。。。    

・・・・4444 年生以上経験者年生以上経験者年生以上経験者年生以上経験者はははは 21212121 点点点点 2222 ゲームゲームゲームゲーム先取先取先取先取((((正式正式正式正式ルールでルールでルールでルールで実施実施実施実施))))    

                            試合試合試合試合がががが連続連続連続連続になるになるになるになる場合場合場合場合はははは前試合終了前試合終了前試合終了前試合終了 5555 分後分後分後分後にににに試合試合試合試合をおこなうをおこなうをおこなうをおこなう。。。。    

＊＊＊＊トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント進出決定方法進出決定方法進出決定方法進出決定方法    

                            ・・・・3333 人人人人のブロックはのブロックはのブロックはのブロックは、、、、第第第第１１１１試合試合試合試合ＡＡＡＡ対対対対ＢＢＢＢ    第第第第２２２２試合試合試合試合ＢＢＢＢ対対対対ＣＣＣＣ    第第第第３３３３試合試合試合試合ＡＡＡＡ対対対対ＣＣＣＣ                

1111 位位位位がががが決勝決勝決勝決勝トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント進出進出進出進出。。。。    

                                順位決定方法順位決定方法順位決定方法順位決定方法はははは以下以下以下以下のののの通通通通りにするりにするりにするりにする。。。。    

①①①① 得失得失得失得失ゲームゲームゲームゲーム差差差差    ②②②②得失点差得失点差得失点差得失点差    ③③③③当該選手同士当該選手同士当該選手同士当該選手同士のののの対戦対戦対戦対戦のののの勝者勝者勝者勝者    

・・・・4444 人人人人のブロックはのブロックはのブロックはのブロックは、、、、以下以下以下以下のののの通通通通りりりり決定決定決定決定するするするする。。。。    

第第第第１１１１試合試合試合試合    ＡＡＡＡ対対対対ＢＢＢＢ    第第第第２２２２試合試合試合試合    ＣＣＣＣ対対対対ＤＤＤＤ、、、、第第第第３３３３試合試合試合試合    ＡＡＡＡ対対対対ＢＢＢＢのののの勝者対勝者対勝者対勝者対ＣＣＣＣ対対対対

ＤＤＤＤのののの勝者勝者勝者勝者、、、、第第第第 4444 試合試合試合試合    ＡＡＡＡ対対対対ＢＢＢＢのののの敗者対敗者対敗者対敗者対ＣＣＣＣ対対対対ＤＤＤＤのののの敗者敗者敗者敗者        

＊＊＊＊第第第第 3333 試合勝者試合勝者試合勝者試合勝者がががが決勝決勝決勝決勝トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント進出進出進出進出。。。。    

使用使用使用使用シャトルシャトルシャトルシャトル    ((((財財財財))))日本日本日本日本バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン協会協会協会協会二種二種二種二種検定合格検定合格検定合格検定合格水鳥水鳥水鳥水鳥シャトルシャトルシャトルシャトルをををを使用使用使用使用するするするする。。。。    

出出出出    場場場場    資資資資    格格格格            実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会がががが認認認認めためためためた選手選手選手選手。。。。    

開開開開    始始始始    時時時時    間間間間   9   9   9   9 時時時時 44440000 分分分分からからからから試合開始試合開始試合開始試合開始    なおなおなおなお、、、、開会式開会式開会式開会式はははは行行行行いませんいませんいませんいません。。。。    

審審審審                判判判判            各各各各コートコートコートコート責任者責任者責任者責任者チームにチームにチームにチームに一任一任一任一任するするするする。。。。    監督会議監督会議監督会議監督会議でででで決定決定決定決定するするするする。。。。    

監監監監    督督督督    会会会会    議議議議            9999 時時時時 15151515 分分分分よりよりよりより行行行行うううう。。。。    
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    一一一一    般般般般    注注注注    意意意意    事事事事    項項項項    

1111．．．． 各自各自各自各自のののの持持持持ちちちち物物物物はははは、、、、各自各自各自各自でででで責任責任責任責任をもってをもってをもってをもって保管保管保管保管してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。試合中試合中試合中試合中はははは、、、、チーチーチーチー

ムメイトやムメイトやムメイトやムメイトや保護者保護者保護者保護者がががが管理管理管理管理してしてしてして紛失盗難等紛失盗難等紛失盗難等紛失盗難等がないようにがないようにがないようにがないように、、、、おおおお互互互互いいいい協力協力協力協力するするするする。。。。    

2222．．．． 競技中競技中競技中競技中のののの負傷負傷負傷負傷についてはについてはについてはについては応急処置応急処置応急処置応急処置のみでのみでのみでのみで、、、、そのそのそのその後後後後のののの責任責任責任責任はははは主催者側主催者側主催者側主催者側でででで負負負負

いませんいませんいませんいません。。。。    

3333．．．． 昼食時間昼食時間昼食時間昼食時間はもうけませんはもうけませんはもうけませんはもうけません。。。。ゲームのゲームのゲームのゲームの進行進行進行進行にににに支障支障支障支障のないようのないようのないようのないよう適宜各自適宜各自適宜各自適宜各自でででで行行行行

ってってってって下下下下さいさいさいさい。。。。    

4444．．．． 「「「「ゴミゴミゴミゴミ」」」」はははは各自各自各自各自でででで持持持持ちちちち帰帰帰帰ってってってって下下下下さいさいさいさい。。。。    

5555．．．． 観客席観客席観客席観客席、、、、フロアフロアフロアフロア内内内内はははは土足禁止土足禁止土足禁止土足禁止ですですですです。。。。    

6666．．．． 観客観客観客観客はははは二階二階二階二階よりよりよりより応援願応援願応援願応援願いますいますいますいます。。。。一一一一階階階階はははは監督監督監督監督・コーチと・コーチと・コーチと・コーチと選手選手選手選手のみですのみですのみですのみです。。。。    

    

＊＊＊＊連連連連    絡絡絡絡    事事事事    項項項項        

今回今回今回今回のののの参加人数参加人数参加人数参加人数がががが 260260260260 人人人人ですですですです。。。。    

進行進行進行進行をスムーズをスムーズをスムーズをスムーズにににに行行行行わないとわないとわないとわないと終了時間終了時間終了時間終了時間がががが 17171717 時時時時をををを過過過過ぎることになりますのでぎることになりますのでぎることになりますのでぎることになりますので各各各各

チームのごチームのごチームのごチームのご協力協力協力協力よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

体育館開館体育館開館体育館開館体育館開館はははは 9999 時時時時 00000000 分分分分ですですですです。。。。    

    なおなおなおなお、、、、役員役員役員役員とととと松戸六実松戸六実松戸六実松戸六実・・・・柏南部柏南部柏南部柏南部・・・・流山流山流山流山のおのおのおのお手伝手伝手伝手伝いさんはいさんはいさんはいさんは 8888 時時時時 30303030 分分分分にににに体育館体育館体育館体育館

にににに入入入入りりりり設営設営設営設営のののの準備準備準備準備おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。((((大人大人大人大人のみのみのみのみ))))    

    

入館後速入館後速入館後速入館後速やかにやかにやかにやかに本部本部本部本部でででで受付受付受付受付をををを済済済済ませてませてませてませて下下下下さいさいさいさい。。。。((((参加賞参加賞参加賞参加賞・プログラム・・プログラム・・プログラム・・プログラム・領収書領収書領収書領収書))))    

    

9999 時時時時 11110000 分分分分からからからから各各各各チームごとにチームごとにチームごとにチームごとに 5555 分間分間分間分間のののの練習時間練習時間練習時間練習時間をををを設設設設けますけますけますけます。。。。    

1111 コートコートコートコート 6666 人人人人以上以上以上以上でででで行行行行ってってってって下下下下さいさいさいさい。。。。    

    

1.1.1.1.         9999::::10101010～～～～    流山流山流山流山・・・・BunBunSPBunBunSPBunBunSPBunBunSP・・・・栗栗栗栗ヶヶヶヶ沢沢沢沢・・・・αααα岩名岩名岩名岩名・・・・佐貫佐貫佐貫佐貫    (51(51(51(51 人人人人))))    

2.2.2.2.   9:15  9:15  9:15  9:15～～～～        大森大森大森大森・・・・市原市原市原市原・・・・船橋船橋船橋船橋・・・・八千代八千代八千代八千代・・・・新木戸新木戸新木戸新木戸    (51(51(51(51 人人人人))))    

3.3.3.3.     9:209:209:209:20～～～～    高洲高洲高洲高洲・ｼｬﾄﾙ・ｼｬﾄﾙ・ｼｬﾄﾙ・ｼｬﾄﾙ桜木桜木桜木桜木・・・・我孫子我孫子我孫子我孫子・・・・MAMEXMAMEXMAMEXMAMEX    (52(52(52(52 人人人人))))    

4.4.4.4.     9:259:259:259:25～～～～    松戸六実松戸六実松戸六実松戸六実・・・・市川市川市川市川・・・・ProgressProgressProgressProgress・・・・川間川間川間川間        (51(51(51(51 人人人人))))    

5.5.5.5.     9:309:309:309:30～～～～    スリーセブンスリーセブンスリーセブンスリーセブン・・・・柏南部柏南部柏南部柏南部・・・・鎌鎌鎌鎌ヶヶヶヶ谷谷谷谷・・・・成田成田成田成田    (52(52(52(52 人人人人))))    

    

    

    

    

                                                                        2222    



試合開始試合開始試合開始試合開始はははは 9:49:49:49:40000 のののの予定予定予定予定ですですですです。。。。    

監督会議監督会議監督会議監督会議はははは 9999::::15151515        本部席裏本部席裏本部席裏本部席裏のののの会議室会議室会議室会議室でででで行行行行いますいますいますいます。。。。    

監督会議監督会議監督会議監督会議のののの内容内容内容内容    

①①①① 欠席者欠席者欠席者欠席者のののの確認確認確認確認    

②②②② 今回今回今回今回はははは欠席者欠席者欠席者欠席者がいてもいっさいがいてもいっさいがいてもいっさいがいてもいっさい組合組合組合組合せをせをせをせを変更変更変更変更しませんしませんしませんしません。。。。ごごごご了承了承了承了承くださいくださいくださいください    

③③③③ 進行進行進行進行をスムーズにをスムーズにをスムーズにをスムーズに行行行行うためうためうためうため、、、、コートコートコートコート割割割割責任責任責任責任チームをチームをチームをチームを設設設設けますけますけますけます。。。。    

1111 年生年生年生年生・・・・2222 年生年生年生年生のののの試合試合試合試合はははは各各各各コートコートコートコート責任責任責任責任チームでチームでチームでチームで主審主審主審主審をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    線審線審線審線審・・・・得点係得点係得点係得点係りはりはりはりは試合試合試合試合にににに出出出出るるるる選手選手選手選手がががが行行行行うううう。。。。    

3333 年生年生年生年生・・・・4444 年生年生年生年生・・・・5555 年生年生年生年生・・・・6666 年生年生年生年生のののの試合試合試合試合はははは選手選手選手選手がががが主審主審主審主審・・・・線審線審線審線審・・・・得点係得点係得点係得点係りをりをりをりを行行行行

うことうことうことうこと。。。。    

④④④④ コートコートコートコート責任責任責任責任チームはチームはチームはチームは    

    1111 コートコートコートコート    大森大森大森大森・・・・八千代八千代八千代八千代                        2222 コートコートコートコート    高洲高洲高洲高洲ﾎｰﾌﾟｽﾎｰﾌﾟｽﾎｰﾌﾟｽﾎｰﾌﾟｽ・・・・MAMEXMAMEXMAMEXMAMEX    

    3333 コートコートコートコート    スリーセブンスリーセブンスリーセブンスリーセブン・・・・川間川間川間川間                    4444 コートコートコートコート    市川市川市川市川・・・・成田成田成田成田    

    5555 コートコートコートコート    ｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙ桜木桜木桜木桜木・・・・鎌鎌鎌鎌ヶヶヶヶ谷谷谷谷                6666 コートコートコートコート    市原市原市原市原・・・・ProgressProgressProgressProgress    

  7  7  7  7 コートコートコートコート    BunBunSPBunBunSPBunBunSPBunBunSP・・・・我孫子我孫子我孫子我孫子        8888 コートコートコートコート    栗栗栗栗ヶヶヶヶ沢沢沢沢・・・・船橋船橋船橋船橋    

本部本部本部本部はははは松戸六実松戸六実松戸六実松戸六実・・・・柏南部柏南部柏南部柏南部、、、、選手集合選手集合選手集合選手集合はははは流山流山流山流山    

⑤⑤⑤⑤ 二巡目二巡目二巡目二巡目よりよりよりより選手集合所選手集合所選手集合所選手集合所におにおにおにお集集集集まりくださいまりくださいまりくださいまりください。。。。32323232 席用意席用意席用意席用意    

⑥⑥⑥⑥ 決勝決勝決勝決勝トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント出場者出場者出場者出場者はははは選手集合所選手集合所選手集合所選手集合所をををを設設設設けますけますけますけます。。。。    

イスイスイスイス 11112222 席席席席ありますありますありますあります、、、、番号札番号札番号札番号札におにおにおにお座座座座りりりり下下下下さいさいさいさい。。。。    

⑦⑦⑦⑦ 大会中大会中大会中大会中のフラッシュのフラッシュのフラッシュのフラッシュ撮影撮影撮影撮影はははは試合試合試合試合のののの妨妨妨妨げになげになげになげになりますのでおやめりますのでおやめりますのでおやめりますのでおやめ下下下下さいさいさいさい。。。。    

⑧⑧⑧⑧ 体育館内体育館内体育館内体育館内はははは選手選手選手選手・・・・監督監督監督監督・コーチだけです・コーチだけです・コーチだけです・コーチだけです。。。。応援応援応援応援はははは 2222 階観覧席階観覧席階観覧席階観覧席でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

⑨⑨⑨⑨ 進行進行進行進行のののの流流流流れれれれ    本部本部本部本部よりコールされたらよりコールされたらよりコールされたらよりコールされたら責任責任責任責任チームはスコアーシートとシャチームはスコアーシートとシャチームはスコアーシートとシャチームはスコアーシートとシャ

トルトルトルトル 2222 個個個個そしてそしてそしてそして鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆をををを取取取取りにりにりにりに来来来来てくださいてくださいてくださいてください。。。。    

なおなおなおなお、、、、全試合全試合全試合全試合がががが終了終了終了終了したしたしたした時時時時もももも責任責任責任責任チームがスコアーシートとシャトルチームがスコアーシートとシャトルチームがスコアーシートとシャトルチームがスコアーシートとシャトル 2222 個個個個そそそそ

してしてしてして鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆をおをおをおをお返返返返しししし下下下下さいさいさいさい。。。。    

⑩⑩⑩⑩ 審判等審判等審判等審判等はははは各各各各コートコートコートコート責任責任責任責任チームがチームがチームがチームが選手選手選手選手にににに指示指示指示指示ををををおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

ただしただしただしただし、、、、1111 年生年生年生年生とととと 2222 年生年生年生年生はははは責任責任責任責任チームでおチームでおチームでおチームでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
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