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          12 バドミントン 

 

１ 期  日  令和４年７月１６日（土）・１７日（日） 

 

２ 会  場  ユメックスアリーナ(塩尻市総合体育館) 

 

３ 日  程  ７月１６日（土）                   ７月１７日（日） 

         ◯開  場 ７：４５              ◯開  場  ７：４５ 

                  ○監督会議 ８：３０       ○監督会議  ８：４０ 

◯諸連絡  ８：４０            ◯諸連絡   ８：５０ 

         ◯競技開始 ９：００（団体戦）    ◯競技開始  ９：００（個人戦） 

   ◯結果発表等 １６：００（予定） 

                  

４ 競技規則及び競技方法 

（１）種  別  男・女 団体戦、男・女 個人戦（単・複） 

 

（２）競技規則  ① 令和４年度日本バドミントン協会競技規則による。 

得点は２１点３ゲーム（Ｍａｘ３０点）とする。 

                  ② 日本バドミントン協会検定合格水鳥シャトルとする。全種目分大会事務局で準

備するが、団体戦各チーム及び個人戦出場選手からシャトル代を徴収する。 
 

（３）競技方法  ① 団体戦は予選リーグを行い、上位２チームで決勝トーナメントを行う。 

個人戦はトーナメントとする。団体戦、個人戦ともに代表決定戦を行う。 

              ② 団体戦(2 複 1 単)は、1 複･単･2 複の順とする。また、予選リーグは 3 試合全て 

行い、決勝トーナメントは 2 点先取で勝ちとする(同時進行で行う場合もある) 

         ③ 団体戦は、各校１チーム(監督１名、マネージャー又はコーチ 1 名、選手 5 名

以上 7 名以内)ただし、マネージャー、コーチは校長の認めた者とする。団体

戦、個人戦ともに当該校の教員、部活動指導員以外の場合は、コーチ(指導者)承

認書(様式 19)を提出する。 

                  ④ 出場については、各地区とも次表の通りとする。 

種別 
東北信 

地区 

中信 

地区 

南信 

地区 
合 計  

東北信 

地区 

中信 

地区 

南信 

地区 
合 計 

団体 男 ４ ４ ４ １２ 女 ４ ４ ４ １２ 

個人 
複 男 ８ ８ ８ ２４ 女 ８ ８ ８ ２４ 

単 男 ８ ８ ８ ２４ 女 ８ ８ ８ ２４ 

                  ⑤ 団体・個人とも単複兼ねられない。 

       

（４）組み合わせについて（本年度の組み合わせは下記のようにする。） 

○団体戦  ◇予選リーグ（男子）               （女子） 

   
 

 ◇決勝トーナメント(男女共通) 

 

中4 A② 南3 東北4 B② 中3 南4 C② 東北3 中2 D② 東北2

東北1 南1 中1 南2

Aリーグ Bリーグ Cリーグ Dリーグ

A③A① B③B① C③C① D③D①A③A① B③B① C③C① D③D①

C② 東北4 南4 D② 中2東北3 南3 B② 東北2 中3

Dリーグ

南1 中1 南2 東北1

Aリーグ Bリーグ Cリーグ

中4 A②

A③A① B③B① C③C① D③D①A③A① B③B① C③C① D③D①

北信越代表順位決定戦

A2位 B1位A1位 B2位 C2位 D1位 C1位 D2位

決⑧

決⑤ 決⑥ 決⑦

決① 決② 決③ 決④ 決⑤敗者 決⑥敗者
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○個人戦 

 
 

５ 申込み方法 

（１）申し込みは郵送及びメール(必ず両方)で行い、申し込み時には、地区ランキングを記入する。 

（様式 11）。コーチ(指導者)承認書(様式 19)が必要な場合は合わせて提出する。 

（２）参加費３００円（登録選手のみ、マネージャーは含まない）とプログラム代５００円（マネー   

ジャーを含む）とシャトル代（団体戦１チーム３０００円、個人戦１人４００円）を当日納入す

ること。 

（３）申込み締切り ６月２９日（水）必着 

（４）申込場所       〒３８１－００５５ 長野市屋敷田３８９ 

                      長野市立北部中学校内 （バドミントン専門委員長） 栁田 渓太 

                      ＴＥＬ０２６－２４１－７９８０  ＦＡＸ０２６－２４１－７９８１ 

           burninghammer12@yahoo.co.jp 

          （※申込み様式(11)、参加料納付書は長野県中体連ホームページに掲載） 

 

６ 北信越大会について 

（１）第４３回北信越中学校総合競技大会へは、当大会団体戦・個人戦とも上位４チーム・４位まで 

   を推薦する。 

（２）北信越大会の申込みについては県大会と同様に７／２０（水）までに長野市立北部中学校、 

栁田渓太宛に送って下さい(申し込み期限厳守)。参加費は登録選手のみ（マネージャーを含まない）

現金書留で上記に郵送すること(宿泊･弁当申込みは各校が web で申し込むこと)。 

 

７ その他の申し合わせ事項 

（１）競技時の服装は、上・下衣とも日本バドミントン協会用具委員会の認めたものとする。 

（２）上衣背面部にゼッケンをつけ(別途の通り)、下図のように校名(○○中)と名字を記入する。 

（３）選手宣誓校は行わない。（次回は南信から・南信⇒中信⇒東北信） 

（４）当日プログラムを１冊５００円で販売する。 

（５）団体戦の選手変更及び監督・コーチ・マネージャーの変更については、 

できるだけ前日までに、または当日受付にて(8:20 までに)大会事務局 

に申し出て了承を得なければならない。 

（６）団体戦でベンチに入れるのは、監督、エントリーされた選手、 

マネージャー又はコーチとする。監督、コーチの服装は選手と 

同様に整え、履き物はサンダル、スリッパは不可とする。 

（７）個人戦でベンチに入れるのは、監督、コーチ、選手(団体戦または個人戦登録者に限る)とし、選手

の場合の服装は試合と同様(ゼッケン着用)とする。また、シングルスの場合は練習相手として１名

入場できるが、練習終了後、直ちに退場しなければならない。 

（８）団体戦・個人戦ともにコーチングシートは２席とする。 

（９）水分補給についてはスクイズボトルまたは蓋付きの水筒を使用する(ペットボトル不可)。 

（10）氷嚢を使用する場合は、直接床に置かずクーラーバッグ等に入れて持ち込むこと。なお、床に水

滴が垂れないように使用すること。 

（11）参加チーム、選手については参加費に加えてシャトル代を徴収する。団体戦１チーム３０００円、

個人戦選手１名につき４００円とする。受付にて参加費、プログラム代とともに納入すること。 

（12）新型コロナウイルス感染症対策については後述の通りとする。 

 

北3 南8 北7 中1

北信越大会代表順位決定戦

中5 中4 南6 北2 南3 中７南4 南5 中6 北1 南2 北6

南1

女子複 南1 中8 北8 北4 南7 中3 中2 北5

中2 北3 南7 中3 北8 中7中1 北2 中6 南5 南4 北6南3 南2 中5 北4 北5 南6

中3 南8 中7 北1

男子複 北1 中8 南8 中4 北7

南5 北4 中6 南2 南3 北7南4 北5 南6 中2 中1 北6

中1

女子単 南1 中8 北8 中4 南7 北3 北2 中5

南2 南3 中7 北4 北8 南7南1 北2 南6 中6 中3 北5中4 中2 北6 南5 北3 中5

21 22 23 24

男子単 北1 中8 南8 南4 北7

15 16 17 18 19 209 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8

 

○  ○  中 

 

名    字 

30cm以内 

20cm 

以内 
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新型コロナウイルス感染症対策について 
 

(1) 次の事項に該当する場合は、参加を見合わせること。 
①体調がよくない（例：発熱(37.5℃以上)・咳・倦怠感などの症状がある） 
②同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる(同居家族の PCR検査待ち等含む) 
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 

(2) 受付時に、健康状態確認シート(当日朝自宅で検温)を提出すること。 
(3) 外履きは袋に入れ自分で管理し、下駄箱は使用しないこと。 
(4) マスク(予備含む)や手指消毒用アルコールを各自(各チーム)で準備すること。 
(5) 試合中もしくはアップ等の運動時以外はマスクを着用すること。 
(6) こまめな手洗い、手指消毒を行うこと。 
(7) 他人との距離(できるだけ 2m以上)を確保すること。 
(8) 大きな声での会話、声援、応援等をしないこと。応援は拍手のみとすること。 
(9) ミーティング等をする場合、屋外を利用する等密を避ける工夫をすること。 
(10) 更衣室では、着替えのみとしシャワー・ロッカーは使用しない 
(11) 更衣室は、密を避けるよう各自が心掛けて利用する。 
(12) 観戦は、指定された場所や席、または距離を空けて行い、席を移動しない 
(13) ウォーミングアップは距離をあけて行う 
(14) コートサイドにはかごやドリンクケースは設置しないので、バッグ等を持参し、コートサイドもしくは所定の場

所に置き、ドリンクも各自のバッグに収容する。こぼした時は、モップ等で拭きとる（自分のタオルを使用して
拭かない） 

(15) ラケット・タオル等の用具の貸借はしない。 
(16) 汗をコート内やコートサイドに投げない。 
(17) シューズの裏を手で拭かない。 
(18) プレーヤー同士やコーチとハイタッチ等の接触を行わない。 
(19) コーチングは一定の距離を保ち、必要最小限に短時間で行う。 
(20) 団体戦では、挨拶後試合のある選手以外はギャラリーに上がって待機すること。 
(21) ゴミは全て持ち帰り自宅で処分する。 
(22) 参加者･入場者把握のため、別途の健康状態確認カードを受付にて当日提出すること。 

(回収した個人情報については 2週間保管しその後適正に処分する)。  
(23) 感染防止のために主催者が決めた措置の遵守、主催者の指示に従う 
(24) 体育館内の人員が多くならないように入場制限を行う。なお、健康状態確認カードには、選手、応援生

徒、監督、コーチ、(引率職員)、保護者全ての人のことについて記入すること。 
①応援生徒、補助員、監督、コーチおよび監督以外に引率職員がいる場合その引率職員の入場を認める。
②応援の保護者等については以下の条件で入場を認める。 
・団体戦(マネージャー含む)、個人戦ともに選手 1名につき 1人 

(25) 以上は現時点での対応であり、今後対応については変更していく可能性がある。変更等については、後

日県中体連 HP を通じて、もしくは大会当日連絡するものとする。 

 


