
（平成２５年度） 第２９回 函館地区一般クラブ対抗バドミントン大会 〔大会要項〕
函館地区バドミントン協会

１ 主 催 函館地区バドミントン協会

２ 期 日 平成２５年１２月２２日（日）

３ 会 場 函館市民体育館 函館市湯川町１丁目３２番２号 （℡ ５７－３１４１）
（注）駐車場については、後述する「１９」欄を参照。

４ 競技種目 部 〔種 目〕
１部 男子団体（１ＭＴ） 女子団体（１ＷＴ）
２部 男子団体（２ＭＴ） 女子団体（２ＷＴ）

５ 競技日程
８：００ 開場・会場整備 上記
８：２０ 公開練習 「４ 競技種目」
８：４５ （監督会議） 参照
９：００ 開会式 （終了後、競技開始）

６ 参加資格 ①渡島・檜山・函館地区在住の一般社会人（大学生・高専生を含む）で、
本年度、函館地区バドミントン協会への加盟登録済みの者。〔当日登録可〕

②高校生の出場については１月に行われる全道高校選抜大会への出場権を得た
１・２年生によるチーム編成に限り選手強化を兼ね１部への参加を認める。

③高専生は４年生以上の者でチーム編成をして参加のこと。但し、上記②に該当
する場合は、１・２年生のみでのチーム編成により１部への参加を認める。

④チーム編成にあたっては、後述する「付則」欄を参照のこと。

７ 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」・
「公認審判規程」に準ずる。

８ 使用器具 ①本年度（公財）日本バドミントン協会検定合格器具を使用する。
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）

９ 競技方法 ①一般・男女・部門（１部・２部）の団体戦を行う。
②出場チームの１部・２部の判定及び組合せ方法は競技委員会で決定する。
③各部門ともブロックごとに予選リーグを行い、それぞれのブロックの１位同士
のチームで決勝トーナメントを行う。（※三位決定戦は競技委員会で検討する）

④決勝トーナメントへの出場チーム数については競技委員会で決定する。
⑤３ダブルスによる団体戦で行う。
（ア）予選リーグは勝敗にかかわらず、１Ｄ―２Ｄ－３Ｄまで試合を行う。
（イ）予選リーグの順位決定については、１Ｄ－２Ｄ－３Ｄの結果すべてを

勝敗数に算出する。
⑥各ブロックの順位決定は下記の順で行う。
〔マッチ率（勝・敗）→ゲーム率→ポイント率〕

⑦オープン参加のチームがある場合は、予選リーグ内の順位決定のための勝敗数
には算出しないものとする。従って、同一ブロック内の残りのチーム同士によ
る直接対決の勝敗数によってのみ順位を決定する。

⑧決勝トーナメントの試合はすべてダブルス：２つを先取した方を勝ちとする。
⑨ポイントについては、原則として予選リーグ・決勝トーナメントともに２１点
：ラリーポイント制で試合を行う。但し、出場数が多数のときや使用会場の
状況などによっては予選リーグのみ１５点：ラリーポイント制で試合を行う
場合もある。
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１０ 参 加 料 ① １部種目〔１チーム〕：（１２，０００円）
② ２部種目〔１チーム〕：（１０，０００円）

１１ 申込方法 ①所定の用紙（様式１：参加申込一覧）に競技種目別に「男子は黒」「女子は赤」
で記入のうえ、参加料を添えて郵送のこと。
②不備のものや電話による申し込みは受け付けません。

１２ 申込締切 ①平成２５年１２月６日（金） 必着のこと。

１３ 申 込 先 〒 ０４０－００１１
函館市本町２８番１４号
上田 進也 （宛）

℡ ０１３８－３２－０８２５

１４ 組 合 せ ①〔日時〕平成２５年１２月１４日（土） １３：３０～
②〔場所〕函館市民体育館（２階：第三会議室）
③函館地区バドミントン協会がシード法で行う。（公開しています）

１５ そ の 他 ①服装については、（公財）日本バドミントン協会検定合格品を着用のこと。
②開会式の前に代表者会議を行うので、各チームの代表者１名は放送の指示に
従い参集してください。

１６ 審 判 ①主審及び線審について
（ァ）予選リーグでは、同一ブロック内のチーム同士で相互審判でに行う。
（ィ）決勝トーナメントは、敗者で主審及び線審を行う。

１７ 競技役員 ○レフェリー （上田 進也）
○デピュティー・レフェリー（中村 稔 ）

１８ 練習時間 ①（会場準備終了後～８：４５）※特に、コートの割り当ては行わない。

１９ お知らせ

(1)函館アリーナ新築工事に伴い下記の通り市民体育館駐車場が利用できなく
なります。代替駐車場はあません。
①工事期間 平成２５年１０月１５日 ～ 平成２７年７月
②市民会館側駐車場は、今までどおり利用できます。
③市民会館、市民体育館周辺の道路は全て駐車禁止になっています。

※ご協力の程、よろしくお願いします。
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（付則）

１ チーム編成について

①団体登録とし、１チームの構成人数は６名以上８名以内とする。

②平成１３年度：函館地区一般クラブ対抗大会：代表者会議での申し合わせ事項（確認）
（ア）他チームとの重複登録及び年度途中での登録変更は認めない。
（イ）地区協会主催による年間の大会スケジュールを考慮し、年間を通じた大会出場を見越

して協会登録を行う。
（ウ）その他、協会の判断による

③参加申し込みに際しては次の条項を遵守して申し込むこと。
（ア）１部登録選手の２部チームへの参加は１名までとする。
（イ）１部から２部への年齢による移行は３５歳からとする。

〔移行の希望する場合は、申し込み用紙の備考欄にその旨を記入すること〕
（ウ）前年度、２部での優勝チームは年齢制限にかかわらず１部に昇格する。

〔チーム編成において前年度のメンバーが２名以上いる場合は優勝チームとみなす〕
（エ）年齢が３０歳未満の者で、高校・高専大会への出場経験者は１部に出場すること。
（オ）個人登録者が団体チームに加入する場合は、１チーム：１名のみとする。
（カ）個人登録者同士で団体チームを編成することも可とする。

〔個人登録者同士のチームの場合は、申し込み用紙の備考欄にその旨を記入すること〕
（キ）同年度の春季一般大会及び道南バドミントン大会において、２部の種目（Ｄ及びＳ）

で優勝し昇格となった選手は１部とみなす。
また同様に、３部の種目（Ｄ及びＳ）で優勝し昇格になった選手は２部とみなす。

（ク）チーム事情により単独でチーム編成ができない場合は以下に限り、地区協会に登録
済みの他のクラブ（母体となるクラブ）のチームに、１団体チームにつき１名のみ
加入を認める。但し、２名以上加入している場合は混成チームとみなし、不可とする。

(1)協会登録の選手が６名に満たなく、団体チームが編成できないクラブの場合
(2)「申し込み時」において、諸般の事情により事前に大会実施日にクラブ所属選手が

６名揃わないため団体チームが編成できないと判明しているクラブの場合。
但し、大会当日に急遽、６名揃わなくなった場合は代表者会議の協議事項とする。

（ケ）上記（ア）～（ク）の各項目により、母体となるクラブの１団体チームに加入できる
のは、いずれかの条件に適する１名のみとする。また、その場合は、加入する選手の
本来の所属クラブ名を申し込み用紙の備考欄に明記すること。

（コ）上記以外の混成による団体チームの編成は、クラブ対抗大会の趣旨を損なう恐れがあ
るため一切これを認めない。

（サ）その他、検討事項が生じた場合は、組合せ会議の場で競技委員会で決定する。

２ 大会当日の代表者会議の協議事項について

①大会当日において、急遽メンバーが６名揃わずオープン参加を希望する団体チームの
取り扱いについて。

②大会当日において、チーム事情によりエントリー選手の変更を希望する場合の可否に
ついて。（但し、変更する場合は同一クラブに登録済みの選手とする）

③その他
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【参考】

１ 前年度：クラブ対抗 各部（種目）の優勝チーム（Ｈ２４年度）

１ＭＴ ①加藤 洋祐 ②相原 慎太郎 ③岡川 篤
１ 部 ＭＣＣ－（Ａ） ④関谷 裕樹 ⑤三浦 涼 ⑥田中 大智
男 子 ⑦三瓶 晃
（２連覇：２０１１年～２０１２年）

２ＭＴ 函館 ①沢田 実 ②杉木 智洋 ③井上 徹
２ 部 ＢＬＣ・０６ ④青山 武嗣 ⑤阿部 拓二 ⑥石井 正雄
男 子 （Ｂ）

１ＷＴ ①石原 左稀 ②川村 綾花 ③笹森 瑠花
１ 部 函館工業高校 ④加茂 怜子 ⑤加藤 結 ⑥竹内 早紀
女 子 ⑦太田 玲菜 ⑧青山 勇美
（２連覇：２０１１年～２０１２年）

２ＷＴ 函館 ①内田 恵美子 ②赤塚 留美子 ③菊地 由紀
２ 部 ＢＬＣ・０６ ④加藤 未来 ⑤帰山 芳子 ⑥ 今 智恵子
女 子 （Ｂ） ⑦廣岡 愛子 ⑧伊藤 菜海

２ 今年度の各大会の優勝者（含む、昇格について） （春季一般大会・道南大会のみ掲載）

①〔平成２５年度：第３８回 函館地区春季一般バドミントン大会〕（Ｈ２５．４．１４）
※ 空欄は、該当者なし
１ＭＤ 加藤 洋祐 （ＭＣＣ） １ＷＤ 伊勢谷 きらら （Ｇ－ｗｉｎ）

相原 慎太郎 （ＭＣＣ） 高谷 美由紀 （Ｇ－ｗｉｎ）
１ＭＳ 加藤 洋祐 （ＭＣＣ） １ＷＳ

１部 ２ＭＤ ２ＷＤ 原田 由美子 （函館ｼｬﾄﾙ）
昇格 山根 麻奈美 （函館ｼｬﾄﾙ）
対象 ２ＭＳ ２ＷＳ
２部 ３ＭＤ ３ＷＤ
昇格

対象 ３ＭＳ ３ＷＳ
ＳＶＭＤ 宮沢 佳広 （ＮＢＴ） ＳＶＷＤ

田中 亨 （ＮＢＴ）
ＳＶＭＳ 田中 亨 （ＮＢＴ） ＳＶＷＳ
ＶＭＤ 小笠原 聡 （函館ＢＬＣ・０６）ＶＷＤ

阿部 喜久夫 （函館ＢＬＣ・０６）

ＶＭＳ 小笠原 聡 （函館ＢＬＣ・０６）ＶＷＳ

②〔平成２５年度：第４０回 道南バドミントン大会〕（Ｈ２５．１０．６）
※ 空欄は、該当者なし
１ＭＤ 加藤 洋祐 （ＭＣＣ） １ＷＤ 高藤 奈々華 （ＢＬＡＮＫ’Ｓ）

市村 秀典 （ＢＬＡＮＫ’Ｓ） 村上 真優 （ＢＬＡＮＫ’Ｓ）

１部 ２ＭＤ ２ＷＤ
昇格

２部 ３ＭＤ ３ＷＤ
昇格

ＳＶＭＤ 杉谷 優貴 （ＢＬＡＮＫ’Ｓ）ＳＶＷＤ
佐藤 竜也 （ＢＬＡＮＫ’Ｓ）
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