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第６１回長野県中学校総合体育大会バドミントン競技 事前周知事項 

                               
 

◯日 程 

   
 

 ※両日ともに開場時間 7:45 厳守。それより前には開場しないので、体育館

入り口付近で集まったり早く来すぎたりすることが無いようにすること 
 

  ◎申し合わせ事項 

１、この大会は、長野県中学校体育連盟が定めた実施要項及び現行(財)日本バドミントン協会競技規則、

大会運営規定に準じて行う。 

２、参加生徒の引率者・監督は出場校の校長もしくは教員及び部活動指導員とする。 

３、団体戦のマネージャーは当該校の教員または生徒とする。コーチは当該校の教員または校長が認め

た者とする。なお、当該校の教員、部活動指導員以外の場合はコーチ(指導者)承認書を提出する。 

４、監督・マネージャーまたはコーチについても、この大会が学校管理下の大会であることを認識し、そ

の品位を守るために、選手と同様に服装を整えるとともに上衣はシャツ、ポロシャツ、下衣は長ズボ

ンまたはスカートを着用する。(スラックス又はジャージ可。また、審査合格のシャツ、ハーフパン

ツ可。七分丈は長ズボンに含まれる。履物は、サンダル･スリッパは不可)、選手の健康管理と掌握に

務め、大会運営に協力する。 

５、団体戦の選手変更及び監督・マネージャーの変更については、当日 8:10 までに書面(形式不問)によ

って大会事務局に申し出て承認を得なければならない。 

６、団体戦でベンチに入れるのは、エントリーされた選手、監督、マネージャーまたはコーチとする。 

  ただし、監督、部活動指導員及び外部指導者については、ID カード(名札)をつけること。 

７、個人戦でベンチに入れるのは、登録された監督とコーチ(団体戦で登録されたコーチを含む)または選

手(団体戦または個人戦登録者に限る)とする。なお、監督、コーチ(部活動指導員及び外部指導者も含

む全て)については、ID カード(名札)をつけること。また、選手はユニフォームとゼッケンを着用す

ること。シングルスにおいては練習相手として１名が入場できる。ただし、練習終了後、ベンチに座

らない場合は直ちに退場しなければならない。 

８、試合前の公式練習は、団体戦は予選リーグのみ、個人戦は初回戦のみ行い、あいさつの後団体戦・個

人戦共に３分間ずつ行う。 

９、団体戦の試合は複１・単・複２の順とし、予選リーグにおいては３試合全てを行う。決勝トーナメン

ト、代表ランク決定戦については、すべて先取マッチ(試合)方式で行う。 

１０、団体戦予選リーグは原則として３コート並行して行う。また、試合進行の状況により、決勝トーナ

メントも２コートもしくは３コート並行して行うことがある。(試合状況を見てコートを変更して行

うこともある。) 

１１、同一チーム、選手が連続して試合を行う場合は、１０分間の休憩をとる。 

１２、試合進行が早まった場合、原則として、各回戦試合終了後１５分で次の回戦を行う。 

１３、すべてのゲーム中に、一方のサイドのスコアが１１点になったとき、６０秒を超えないインターバ

ルを認める。 

１４、第１ゲームと第２ゲームの間、第２ゲームと第３ゲームの間に１２０秒を超えないインターバルを

認める。 

１５、シャトルがインプレーでないときに限り、プレーヤーはマッチ(試合)中アドバイスを受けることが

できる。プレーヤーはインターバルを除き、マッチ(試合)中、主審の許可なしにコートを離れてはな

らない。                 

７月１６日（土）          

・開 場    ７：４５～    

・受 付    ７：５０～ 

・監督会議  ８：３０～ 

・諸連絡    ８：４０～      

・競技開始  ９：００～（団体戦） 

・表彰   （競技終了後） 

 ７月１７日（日）          

・開 場     ７：４５～   

・受 付     ７：５０～   

・監督会議  ８：４０～ 

・諸連絡   ８：４０～ 

・競技開始   ９：００～  (個人戦) 

・表彰   （競技終了後） 
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１６、競技中の汗拭きは、マッチ(試合)を中断しないように心がける。また、水分補給については主審の

許可を得て行い、スクイズボトル又は蓋付きの容器とする。ペットボトルは不可。なお、スクイズボ

トルは水滴が垂れないようにタオルを巻く等しておくこと。 

１７、うちわは、ベンチに持参しても良いが、応援またはインプレー中は使わない(うちわをたたくこと

はしない)。インターバル時の使用は良い。 

１８、インターバルの時には２名までしかコート横には行けない。 

１９、試合中の事故タイムについてはテーピング治療など、外傷、けいれんなどのはっきりわかるもの

で、主審に申し出て許可を受けた後、コート近辺で最大５分以内、１回限り認める。(２回目からは

試合続行不能とみなす。) 

２０、使用器具は現行の(財)日本バドミントン協会検定合格器具とする。また、シャトルは室温にあった

第１種検定合格品を用いる。 

２１、競技中の服装は、現行の(財)日本バドミントン協会検定合格ウェアーとする。防汗や整髪のために、

はちまきの使用を認めるが、体裁良く結ぶこと。また、ネックレスやミサンガ等、首、手首、足首に

装飾品を身につけることは認めない。 

２２、上衣背面中央部にゼッケンをつけ、右のように校名(○○中)と名字を 

   記入する。校名及び姓の表示は日本文字(楷書)で明記する。同一学校内 

で同一の名字の場合は名前の一文字目を小さく入れること。 

なお、ゼッケンの規格等については長野県バドミントン協会HPに記載 

している通りとする。 

２３、写真撮影、動画撮影はフラッシュやライトの使用を厳禁とする。 

(写真撮影・動画撮影を行う際は本部で了解を取り行って下さい。また撮影した画像、動画はあく

まで個人またはチーム内で鑑賞するものとし、SNS 等を通じてインターネット上に公開すること

のないようにする。また LINE やメール等の通信アプリで送信することも不可とする)。 

２４、応援は拍手のみとし中学生らしくまとまったものとする。また、相手選手や自校以外の試合に配慮

し、プレーそのものや試合の進行等に影響のないよう配慮すること。 

２５、プログラム等に誤字、脱字がないように留意するが、訂正があれば書面にて、試合当日朝 8:10 ま

でに申し出る。大会本部より正誤表にて訂正する。 

２６、観客席にあるコンセントは使用しないこと。 

２７、駐車場や周辺道路が大変混雑することが予想されるので、譲り合って利用するよ

うにする。本部から駐車場係を出しますが、係の指示に従い、絶対に路上駐車，指

定範囲外駐車、迷惑駐車をしないようにすること。また別紙の通り一方通行を守る

こと。  

２８、ギャラリーの観客席の数が限られているので、案内に従い，選手１人１席とする

こと。応援についても選手の座席を優先しながら譲り合って利用すること。  

  コロナ対策として、保護者席を分けてあります。応援保護者は決まって席でのみ応

援、観戦すること。なお座席が限られているので、自チーム、自選手の試合中以外

は席を譲り館外で待機しいただけるとありがたい。  

２９、試合内外、応援生徒やチーム監督コーチ、保護者を問わず、全ての面でベストマナーである大会を

心がけるようにする。 

３０、新型コロナウイルス感染症対策は以下の通りとする。 

(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 

○○中 

信濃太 
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(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。 

 

◎観客席使用配置について 

16日 団体戦 

 

2階

長野

北部

小

布

施

墨

坂

更北戸上

丘
女鳥羽

北松川

高綱

八坂

豊科南

小谷

伊那

東部
赤穂 高森 下松川

保
護
者
席保

護
者
席

注意事項
◯座席数が限られているので，指定された場所，荷物も含め1人

1席を守り，ゆずりあって使用すること。

◯選手の座席が確保されていることを最優先し，応援生徒につ

いては，空いている座席，座席の後ろ側等を利用すること。

◯補助員生徒も空いている座席等を利用すること。

◯地区毎の指定となっているが，それぞれでゆずりあい，なるべ

く多くの人の座席が確保できるようにすること。

◯コロナ対策のため、保護者と選手・監督・コーチ(引率職員)の

座席を分けてあります。ご了承下さい。

◯保護者が極めて限られた数しかありません。互いに譲り合うと

ともに、自チーム(自選手)の試合のとき以外は、なるべく席を

譲ったり、館外で待機していただければと思います。ご協力よろ

しくお願いします。
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17日個人戦 

 
 

 

 

  生徒審判割り(線審×２・得点係×１) 

７月１６日（土） 団体戦 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

戸倉 

上山田 
更北 長野北部 丘 赤穂 

伊那

東部 
女鳥羽 

 

７月１７日（日） 個人戦 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

丘 更北 長野北部 
女鳥

羽 
戸上 赤穂 

伊那 

東部 

高森 
下松川 

 

 

 

 

 

 

2階

北信地区

個人戦出場者

中信地区

個人戦出場者

保
護
者
席保

護
者
席

注意事項
◯座席数が限られているので，指定された場所，荷物も含め1人

1席を守り，ゆずりあって使用すること。

◯選手の座席が確保されていることを最優先し，応援生徒につ

いては，空いている座席，座席の後ろ側等を利用すること。

◯補助員生徒も空いている座席等を利用すること。

◯地区毎の指定となっているが，それぞれでゆずりあい，なるべ

く多くの人の座席が確保できるようにすること。

◯コロナ対策のため、保護者と選手・監督・コーチ(引率職員)の

座席を分けてあります。ご了承下さい。

◯保護者が極めて限られた数しかありません。互いに譲り合うと

ともに、自チーム(自選手)の試合のとき以外は、なるべく席を

譲ったり、館外で待機していただければと思います。ご協力よろ

しくお願いします。

北信地区

個人戦出場者
南信地区

個人戦出場者
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◎その他参加者(選手以外)へのお願い 

１ 顧問の先生方 
 (１) 当日必要なもの 

   ① 参加費、参加費納入書、プログラム代、シャトル代 

 ※大変お手数なのですがスムーズな受付のため参加費、プログラム代、シャトル代とすべて分けて 

納入をお願いしたい。(別々の封筒に入れそれぞれに記名しておいていただけると大変助かる)。 

② 健康状態確認カード(当日朝参加者全員分記入する、2 日分必要) 

   ③ 名札(学校職員、部活動指導員、コーチ(外部指導者)すべて必要) 

   ④ 消毒液、ウェットティッシュ等の除菌グッズ(大会事務局でも準備しますが、各チームでも 

準備をお願いします。 

 (２) 北信越大会申込みについて 

   今年度、県大会終了後から北信越大会申込みまでの期間が、例年よりも短くなっています。 

『長野県中体連 HP→北信越大会 HP』と進んでいくと、北信越大会の申込みをダウンロードでき

ます。できるだけ事前に準備いただき、県大会で結果が出て即座に申込みを提出できるようご準備

をお願いします。 

 (３) その他 

  ・座席は生徒と同様の場所をご使用下さい。 

 

２ 部活動指導員・外部指導者の方 
 (１) 当日必要なもの 

① 健康状態確認カード(自チームの一覧に記入する、2 日分必要) 

   ② 名札(後述の通りに作成)を持参、着用する。 

 (２) その他 

  ・座席は生徒と同様の場所をご使用下さい。 

 

3 保護者の方 
 (１) 選手 1 名につき保護者 1 名の入場を認める(団体戦・個人戦ともに) 

(２) 当日必要なもの 

① 健康状態確認カード(保護者のものに記入、学校でまとめてもよい、2 日分必要) 

   ② 名札(後述の通りに作成)を持参、着用する。 

 (３) その他 

  ・座席は保護者席を利用してください。生徒の座席の方へは立ち入り禁止です。 

 

◎名札について(以下のように作成し当日ご持参ください) 
※できれば遠くからでもわかりやすい、首から下げるタイプがありがたい 

学校職員        部活動指導員・外部指導者 
  

 

 

 

 

 

※通常の学校の名札で良いです 

保護者 
  

 

 

 

 

○○中 
 

氏名 

○○中 
監督(部活動指導員) 

氏名 

○○中 
コーチ(外部指導者) 

氏名 

○○中 

保護者 
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◎ユメックスアリーナ駐車場について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地全体図

大型バス専用区域

大型バスは必ずここへ

一般客専用

進入・駐車禁止

普通車
※マイクロバス含む

一方通行
こちらに戻らない

この道路の渋滞が懸念

されます 

体育館 
歩道 

ここで止まらず 

すぐに右折→駐車場奥

へ 

こちらの方へ進まない 

 

体育館前道路 

駐車場入り口 

一般客専用 

進入・駐車不可 


