（２０２０年度）

第１８回

北海道バドミントン選手権大会

１

主

催

函館地区バドミントン協会

２

後

援

高体連函館支部バドミントン専門部

３

日

時

２０２０年７月４日（土）
・５日（日）

４

会

場

函館アリーナ〔函館市湯川町１丁目３２番３号〕

５

競技種目

６

函館地区予選会〔大会要項〕

☎：５７－３１４１

高 高校男子（単・複）
校 高校男子（単・複）

高校女子（単・複）
高校女子（単・複）

一
般
・
年
齢
別

一般女子 （単・複）
３０歳女子（単・複）
４０歳女子（単・複）
５０歳女子（単・複）
６０歳女子（単・複）
５０歳以上混合（複）

一般男子 （単・複）
３０歳男子（単・複）
４０歳男子（単・複）
５０歳男子（単・複）
６０歳男子（単・複）
一般混合（複）

大会日程
□７月４日（土）
８：００～ 開場・会場設営・公開練習
（代表者・監督会議）
↓
開会式（終了後）～競技開始
□７月５日（日）
８：００～ 開場・会場整備・公開練習
（代表者・監督会議）
（公開練習後）～競技開始

※高校生の部
（複）
※高校生の部
（単）
※一般・年齢別の部 混合（複）
※一般・年齢別の部 （単）
※高校生の部
（単）
※一般・年齢別の部 （複）

①本年度、当協会への加盟登録完了の者。（当日登録可）
②一般の部・年齢別の部に出場する者は、全道大会前日までに満年齢に達した者。
③高校生及び高専生は「高校の部」のみに出場すること。
但し、４学年以上の高専生は、「一般の部」に出場すること。
④エントリー方法については、後述の「13 エントリー方法」を参照のこと。

７

参加資格

８

競技規則

① 本年度、（公財）日本バドミントン協会の「競技規則」「大会運営規程」並びに
公認審判規定」に準ずる。

９

使用器具
など

①本年度、（公財）日本バドミントン協会検定合格用器具を使用する。
②使用球は、
（公財）日本バドミントン協会検定球とする。
（地区協会で用意する）
③服装については品位を保つため、(公財)日本バドミントン協会検定合格品を
着用すること。

10 競技方法

①各種目とも出場数が「２」又は「４以上」の場合は、トーナメント戦とする。
②出場数が「３」の場合は、リーグ戦とする。
③高校の部、一般・年齢別の部の各種目については、三位決定戦を行う。

11 競技に
関する
諸注意

①該当種目内の出場申込数が「１」のみで、試合の成立が見込めない場合は、
当該選手に確認のうえ、以下②の(ｱ)の各項目に準じる。
この場合は組合せ会議時に競技委員会で検討する.、
②組合せ会議後のエントリー選手の変更については、監督会議の場で協議する。
但し、変更が認められた場合でも、次の(ｱ)・(ｲ)のいずれかとなる場合がある。
(ｱ) (1)出場を取り消しにする。
(2)希望により、他の種目(但し、年少者の種目)に編入することも
可とする。
(3)(2)の場合は組合せ会議時に競技委員会で検討する。
(ｲ) (1)リーグ戦の場合はオープン参加とする。
〔従って、同一リーグ内の残りの選手の対戦成績のみで順位を決定する〕
(2)トーナメント戦の場合は次回戦への勝ち上がりはできないもの
とする。

12

競技役員

13 エントリー
方

法

レフェリー（江刺家

大介）

デピュティー・レフェリー（尾村

晃治）

① 一般及び年代別種目において、年齢区分の異なる者同士がパートナーを組んで
ダブルス種目に出場する場合には「年少者」の種目に出場すること。
② 一般及び年代別種目において「年長者」が「年少者」の種目に出場希望するこ
とは可とする。但し、「年少者」が「年長者」の種目に出場希望することは不
可とする。
③ 一般種目及び年代別種目の参加については一人：２種目(単１・複１)までの
出場を認める。
④ 混合(複)〔Ｍｉｘ：ダブルス〕の種目に出場を希望する者は、上記③に示す
２種目（単１・複１）までの出場のほかに、混合(複)を含め、３種目までの
出場を認める。〔混合（複）のみの１種目出場も可〕
⑤ 高校の部への各校の参加枠は、以下の通りとする。
１校：男女とも、各６複６単まで

14 参加料

① 高校生の部
② 一般・年齢別の部

一人１種目（１５００円）
一人１種目（１８００円）

❶ 大会当日の棄権及び選手変更の場合の参加料については返金しない。
❷ 参加料は大会当日に、会場にて受け付ける。
❸ 高校の部で自校の生徒が他校の生徒とダブルスのペアを組んで出場する場合
は、所属する学校別に自校の生徒分のみの「人数(内数)＋参加料」を別紙
「様式－１：参加申込一覧」の「表紙ページ」に記入すること。
15 申込方法
な ど

①－１ 所定の用紙（様式１：参加申込一覧）(様式２：参加申込個票）に、
競技種目別に「男子は黒」・「女子は赤」で記入すること。
①－２ もしくは、エクセルによる参加申込書（様式３：参加申し込みエクセル
一覧・個票）に入力すること。
②不備のものや電話による申し込みは受け付けない。
③「様式１：参加申込一覧」「様式２：参加申込個票」を郵送するか、
「様式３」 をメールで送付すること。（様式１のみ FAX 可）
④ 申 込 〔一般の部〕
締切日 〔高校の部〕

２０２０年６月２２日（月）
２０２０年６月２２日（月）

必着の
こと！

⑤

⑥

申込み先

〶０４０－００１２ 函館市時任町１１番３号
北海道函館中部高等学校内 尾村 晃治 （宛）
〔TEL〕０９０－６６９７－０９９６
〔FAX〕０１３８-５２-０３０３(職場)
〔MAIL〕ｋｏｚｙ－ｏｍｕｒａ＠ｈｏｋｋａｉｄｏ－ｃ．ｅｄ．ｊｐ
（すべて半角で）
申し込みに関する問い合わせは、尾村まで。

※一般・年代別の種目に出場希望する者は、「様式２：参加申込個票」は不要
16

組合せ
会議に
ついて

①〔日時・場所〕下記の日時で専門委員会において行う
一般の部 ６月２７日（土）

函館工業高校

１３：３０～

高校の部 ６月２７日（土）

函館工業高校

１３：３０～

②函館地区バドミントン協会がシード法で行う。シードについては令和元年度
の函館支部新人バドミントン大会をもとに決定する。
17

審
判
について

※審判（主審・線審）及び得点板係について
①タイムテーブルの１段目については、学校指名制にする。
②以降の試合は、敗者(学校・ｸﾗﾌﾞ)で主審・得点板係を行うこと。
③線審は対戦する選手の学校・クラブから１名ずつ相互選出すること。
※審判・得点板係において人数不足がある場合は、該当する「試合の前」に、
事前に本部席に連絡すること。

18

その他

①服装は品位を保つため、（公財）日本バドミントン協会検定合格品とする。
②高校の部に出場する選手は、競技時に背面表示を必ずつけること。
③一般･年齢別の種目に出場する者は、背面に「所属チーム」を表示すること。
（高さ６ cm ～１０ cm、横３０ cm 以内）
④大会期間中、各日の競技開始前に代表者・監督会議を開くので、高校及び一
般の選手の代表者１名は参集すること。
⑤公開練習の割り当てについては、別途知らせる。(大会当日配布の予定)
⑥ゴミは各自で持ち帰ること。
⑦２階席の走路区域での飲食はしないこと。

19 前年度優勝者（一般・年齢別の部の種目のみ掲載）
〔２０１９年度：優勝者〕
ＭＤ
３０ＭＤ
６０ＭＤ

福士
村上
田中
杉谷
深栖
阿部

和真
（市田組）
晃也
（市田組）
亨
（Ｎ．Ｂ．Ｔ）
優貴
（ＭＣＣ）
久幸 （函館シニアーズ）
喜久夫（函館シニアーズ）

ＷＤ
３０ＷＤ
４０ＷＤ
６０ＷＤ

ＭＳ
３０ＭＳ
５０ＭＳ

福士
田中
辻村

和真
亨
昌彦

（市田組）
（Ｎ．Ｂ．Ｔ）
（ｺﾓﾝｽﾞ･ﾌﾟﾚｰﾔｰｽﾞ）

Ｍｉｘ
※空欄は、エントリーなし。

ＷＳ
３０ＷＳ
６０ＷＳ
50 Ｍｉｘ

村中

絢

（教育大函館校）

20 大会参加に当たっての注意
（１）以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。
（同封した調査用紙に記入の上、チームの責任者を通じて当日提出してください。）
① 体調がよくない場合。（例：発熱・せき・のど痛などの症状がある場合。）
② 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。
③ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等
への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合。
（２）マスクを持参すること。
（受付時や着替え時、また競技を行っていない際や会話をする際に
はマスクを着用すること。）
（３）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。
（４）他の参加者（監督、コーチを含む）協会スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確
保すること。
（５）競技中、コーチ席や観客席での大きな声での応援（特に観客席前の柵の前）、会場での大き
な声での会話をしないこと。
今大会に関しては、移動しての応援を禁止する。指定された観客席から移動しないこと。
（６）感染防止のために協会が定めたその他の措置の遵守、協会スタッフの指示に従うこと。
（７）大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに協会事務
局に濃厚接触者の有無について報告すること。
（８）会場より来場者数を制限するよういわれているので、参加選手のみを入場可能とする。
（保護者等の来場はご遠慮ください。）
（９）函館アリーナへの入場は、市民会館側から入場すること。朝８：００の開場前には、チー
ムごとに、密にならないように待機すること。
（検温の実施を予定しています。）

