平成３０年度

高知県バドミントン大会開催要項（共通項目）

特筆しないものは以下のとおりとする。
１．主催・主管
高知県バドミントン協会
２．競技規則
平成３０年度(公財)日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程及び同公認審判員規程による。
３．参加資格
申込期日までに平成３０年度日本バドミントン協会個人会員登録（高知県）申込をした者。

４．申込
下記、高知県バドミントン協会ホームページの大会申込フォームより申込をお願い致します。
クラブ責任者に出場を連絡しクラブの責任者がまとめて申込してください。
その際、所属クラブ(会員)名(６文字以内の略称が望ましい)を必ず確認をしてください。
また、２カ所から(重複)の申込はご遠慮願います。
なお、申し込み期日の厳守をお願いします。
５．申込先
下記のＵＲＬよりホームページにアクセスし、大会申込フォームよりお申込みください。
お問い合わせは所定のメールアドレスへお送りください。
（メールアドレスはホームページ内を参照してください）

【協会ホームページ】

http://kochi-badminton.com/
上記の申込方法ができない場合は下記住所に郵送してください。
【大会申込先】
〒780-8008

高知市潮新町 2 丁目 14-8 三宮健司 宛

（問い合わせ）三宮健司 携帯：080-3927-0279
※大会によっては申込先が異なりますので、十分確認のうえ郵送してください。
６．参加料
団体戦：各大会実施要項に示す
個人戦：1 人 1 種目 1,000 円（高校生 600 円、中学生 500 円、小学生 500 円）
高知オープン、県総合については各大会実施要項に示す
７．振込先
『ゆうちょ銀行』振替用紙使用（０１６７０－０－３５７５８）
高知県バドミントン協会
[必ず、振込明細及びクラブ名、会員名を記入のこと]
※大会当日に支払うことが見受けられますが、
会計係の負担となっておりますので、申込期限までに振り込みでお願いいたします。
８．使用シャトル
平成３０年度(公財)日本バドミントン協会検定合格球とし、各自持ち寄りとする。
なお、(公財)日本バドミントン協会が主催する大会等の予選については第一種検定合格球を使用すること。
９．その他
（１） 平成３０年度より、各大会要項に【
大会により【 服装・背面について

服装・背面について 】記載していきます。
】規定が違いますので、必ずご確認をお願いいたします。

違反している場合は、本部にて【 無地ゼッケン（白）・１枚 800 円 】を購入していただき参加していただきます。
（２） 別添各要項に記載していること以外、競技運営等に関することには、競技部一任とさせて頂きます。
（３） 大会参加に関して提供される個人情報は、本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用することはありません。
試合の結果については当協会ＨＰに公表します。
（４） ランキング作成に必要なため、氏名（名字、漢字等）が変わった方は申込時に旧氏名を（）書きで記入のこと。
また、プログラムの誤字脱字等は試合当日の大会本部まで連絡をお願いいたします。

第６３回高知県バドミントン一般リーグ
１．期日
①平成３０年 ４ 月 ３０ 日（月）
②平成３０年 ５ 月
６ 日（日）

８：４５開会式
８：４５開会式

９：００競技開始
９：００競技開始

２．会場
① 県民体育館
男子１～５部
女子４～５部
② 県立春野体育館
男子６～１０部
女子１～３部
※申込状況によりクラスの振り分けを変更する可能性があります。
変更する場合は４月２３日（月）までにホームページにてお知らせいたします。
３．種目
男子団体リーグ戦
女子団体リーグ戦

１～１０部
１～５部

４．競技方法
リーグ戦規定（別紙）による
５．参加資格
一般・大学生（原則として協会に申請した所属チームで出場すること）
※大学生が一般のチームに参加する場合は以下の点を満たすものとする
【在学している大学チームが大学学生連盟に登録している場合】
・所属大学チームが団体メンバーに足らずチームを編成できないこと
・年度内のチーム移動は不可
【在学している大学チームが大学学生連盟に登録していない場合】
・一般と同じ扱いとする
６．参加料
１チーム：１００００円
７．申込期日
開始 平成３０年 ４ 月
終了 平成３０年 ４ 月

２ 日（月）
１６ 日（月）

８．使用シャトル
(公財)日本バドミントン協会検定合格球を使用し、大会側で準備します。
９．服装・背面について
（１）競技中の着衣は、
（公財）日本バドミントン協会審査合格品または協会公認Ｔシャツを着用
すること。
（２）ウエア（上衣）背面にはチーム名が判断できるものを明示すること。
ダブルスにおいても両選手とも明示すること。
（３）チーム名表示の位置、大きさ、色等については特に定めない。

平成３０年度 高知県高校生バドミントン大会
１．主催
高知県バドミントン協会
２．主管
高知県バドミントン協会 高知県高体連バドミントン専門部
３．期日
平成３０年 ６ 月 ２３
平成３０年 ６ 月 ２４

日（土）
日（日）

８：１５開会式

８：３０競技開始
８：３０競技開始

４．会場
県立青少年体育館（天王）
５．種目
男・女 の 単・複
６．競技規定・競技方法
（１）本年度（公財）日本バドミントン協会競技規則ならびに同大会運営規定・同審判員規程による。
（２）原則としてトーナメント方式で行い、３位決定戦は行わない。
（３）競技は複・単の順で行うが、複の途中から単も行う。
（４）試合球は、
（公財）日本バドミントン協会検定合格水鳥シャトルを使用し各校で持ち寄りとする。
７．参加資格
（１）高体連主催大会の参加資格に準ずる。
（２）国体少年の部選考会に参加しない者。
（３）参加申込期日までに選手登録を完了している者。
８．参加料
１人１種目：６００円
振込先 『ゆうちょ銀行』振替用紙使用（０１６７０－０－３５７５８）
高知県バドミントン協会
[必ず、振込明細及び会員名を記入のこと]
９．申込期日
平成３０年 ６ 月 １５

日（木） 必着

１０．申込方法
申込ソフト「バドミントン高知」使用
①申込書郵送：〒７８０－０９４７ 高知市大谷６ 高知商業高校 川添周三 宛
②メール送信：shuzo_kawazoe@kt5.kochinet.ed.jp
１１．その他
（１）競技時は正規の服装を着用し、上衣背面中央部に校名・県名を日本文字で明示すること。
（２）組み合わせおよび上記以外のことに関しては協会一任とさせていただきます。
（３）参加状況によってはショートゲームを行う場合があります。

平成３０年度 国民体育大会バドミントン競技（少年の部）高知県選考会
１．主催
（財）高知県体育協会
高知県バドミントン協会
２．主管
高知県バドミントン協会
３．期日
平成３０年 ６ 月 ２３ 日（土）
８：００開会式
８：３０競技開始
平成３０年 ６ 月 ２４ 日（日）
８：３０競技開始
４．会場
県立青少年体育館（天王）
５．種目
男・女 の 単・複
６．競技規定・競技方法
（１）本年度（公財）日本バドミントン協会競技規則ならびに同大会運営規定・同審判員規程による。
（２）原則としてトーナメント方式で行い、２位、３位の順位決定戦を行う場合がある。
（３）競技は複・単の順で行う。
（４）試合球は、
（公財）日本バドミントン協会検定合格水鳥シャトルを使用し各校で持ち寄りとする。
なお、第一種検定合格球を使用のこと。
７．参加資格
（１）本年度国民体育大会参加資格適合者であること。
（２）選手として選ばれた場合、本国体への参加が可能な者。
（３）高校生については、前年度秋季・冬季、本年度春季・県総体のいずれかで単・複８位以内に入っ
た者。
（４）中学生については、前年度秋季・冬季、本年度春季のいずれかで単・複４位以内に入った者、
およびそれと同等の実力を有すると本協会が認めた者。
８．参加料
１人１種目：６００円（中学生５００円）
振込先 『ゆうちょ銀行』振替用紙使用（０１６７０－０－３５７５８）
高知県バドミントン協会
[必ず、振込明細及び会員名を記入のこと]
９．申込期日
平成３０年 ６ 月 １５ 日（木） 必着
１０．申込方法
（１）高校生・・・申込ソフト「バドミントン高知」使用
申込書郵送：〒７８０－０９４７ 高知市大谷６ 高知商業高校 川添周三 宛
メール送信：shuzo_kawazoe@kt5.kochinet.ed.jp
（２）中学生
申込書郵送：〒７８０－００４７ 高知市相模町１－５４ 愛宕中学校 広瀬貴大 宛
（３）その他・・・別添の申込用紙に記入のうえ、上記へ郵送。
※問い合わせ
高校・・・川添周三
Tel.088-844-0267
中学・・・広瀬貴大
Tel.088-822-5295
１１．服装・背面について
（１）競技中の着衣は、
（公財）日本バドミントン協会審査合格品を着用すること。
（２）ウエア（上衣）背面には申込時のチーム名が判断できるものを明示すること。
（３）チーム名表示の位置、大きさ、色等については、大会運営規程第２４条を推奨。
１２．その他
（１）単には必ず出場すること。
（２）本大会の複１位と単１～３位の者の中から、本協会の規定により選考する。
（３）組み合わせおよび上記以外のことに関しては協会一任とさせていただきます。

平成３０年度 国民体育大会バドミントン競技（成年の部）高知県選考会
１．期日
平成３０年 ６ 月 ２３
平成３０年 ６ 月 ２４

日（土）
日（日）

１３：００開会式

１３：３０競技開始 「複」
８：３０競技開始 「単」

２．会場
県立青少年体育館（天王）
３．種目
男・女 の 単・複
４．競技規定・競技方法
（１）原則としてトーナメント方式で行い、２位、３位の順位決定戦を行う場合があります。
（２）試合球は、
（公財）日本バドミントン協会検定合格水鳥シャトルを使用し各自で持ち寄りとする。
なお、第一種検定合格球を使用のこと。
５．参加資格
（１）本年度国民体育大会参加資格適合者であること。
（２）選手として選ばれた場合、本国体への参加が可能な者。
６．申込期日
開始 平成３０年 ５ 月
終了 平成３０年 ６ 月

２８ 日（月）
７ 日（木）

７．服装・背面について
（１）競技中の着衣は、
（公財）日本バドミントン協会審査合格品を着用すること。
（２）ウエア（上衣）背面には申込時のチーム名が判断できるものを明示すること。
（３）チーム名表示の位置、大きさ、色等については、大会運営規程第２４条を推奨。
８．その他
（１）単には必ず出場すること。
（２）本大会の複１位と単１～３位の者の中から、本協会の規定により選考する。
（３）選手選考は、本協会の選考委員が行う。
（４）コーチング席を２席設けます。
コーチング席使用申請の手続きは省略いたします。（誰でも着席可）
コーチング席での着衣については、（公財）日本バドミントン協会
公認審判員規程第３条第５項（６）②による。

９．ふるさと登録使用者について（県外からの参加者）
（１）試合当日に必ずハンコを持参すること。
※書類に不備がある場合、予選会への参加が認められません、十分にご注意ください。

平成３０年度 高知県バドミントン一般夏季選手権大会
１．期日
平成３０年 ７ 月 １６

日（月祝）

８：４５開会式

９：００競技開始

２．会場
県立春野体育館
３．種目
１～３部 の 男・女 の

単・複

４．競技規定・競技方法
（１）原則としてトーナメント方式で行い、３位決定戦は行わない。
但し、参加数が少数の場合はリーグ戦で行う場合がある。
（２）試合球は、
（公財）日本バドミントン協会検定合格水鳥シャトルを使用し各自で持ち寄りとする。
なお、第一種または第二種検定合格球を使用のこと。
５．参加資格
（１）本協会に登録済みの一般・大学生
６．申込期日
開始 平成３０年 ６ 月
終了 平成３０年 ６ 月

１８ 日（月）
２８ 日（木）

７．服装・背面について
（１）競技中の着衣は、
（公財）日本バドミントン協会審査合格品または協会公認Ｔシャツを着用
すること。
（２）ウエア（上衣）背面には所属するチーム名が判断できるものを明示すること。
ダブルスにおいても両選手とも明示すること。
（３）チーム名表示の位置、大きさ、色等については、大会運営規程第２４条を推奨。

平成３０年度 四国総合バドミントン選手権大会高知県選考会
１．期日
平成３０年 ７ 月 ２９

日（日）

８：４５開会式

９：００競技開始

２．会場
県立青少年センター（野市）
３．種目
一般男子
単・複
一般女子
３０歳以上男子
単・複
３０歳以上女子
３５歳以上男子
単・複
３５歳以上女子
４０歳以上男子
単・複
４０歳以上女子
４５歳以上男子
単・複
４５歳以上女子
５０歳以上男子
単・複
５０歳以上女子
５５歳以上男子
単・複
５５歳以上女子
６０歳以上男子
単・複
混合
※年齢の起算は、平成３０年４月１日時点の年齢とする。

単・複
単・複
単・複
単・複
単・複
複
複
複

４．競技規定・競技方法
（１）トーナメント方式で行う（敗者復活戦を行う場合がある）
。
但し、参加数が少数の場合はリーグ戦で行う場合がある。
（２）試合球は、
（公財）日本バドミントン協会検定合格水鳥シャトルを使用し各自で持ち寄りとする。
なお、第一種検定合格球を使用のこと。
５．参加資格
（１）本協会に登録済みの一般・大学生・高校生
（２）代表選手に決定した時に四国大会へ出場できる者（当日申込をお願いします）
（３）一般の部には大学生・高校生を含む。
高校生については、本年度春季・県総体・国体予選のいずれかで単 8 位又は複４位以内に
入った者とする。
（４）前年度の四国大会で優勝・準優勝した者（推薦選手）の選考会への参加は認めない。
四国大会に参加する場合は、その旨を申込用紙に記入し申込をしてください。
６．参加制限
（１）１人３種目以内（同じ種目の別クラスへのエントリーは不可。
例：単一般、単３０歳以上への同一人物のエントリーは不可）
。
（２）単・複の２世代にわたっての出場は可。
（例：単一般、複３０歳以上への同一人物のエントリーは可）
７．申込期日
開始 平成３０年 ７ 月
２ 日（月）
終了 平成３０年 ７ 月 １２ 日（木）
８．服装・背面について
（１）競技中の着衣は、
（公財）日本バドミントン協会審査合格品を着用すること。
（２）ウエア（上衣）背面には所属するチーム名が判断できるものを明示すること。
ダブルスにおいても両選手とも明示すること。
（３）チーム名表示の位置、大きさ、色等については、大会運営規程第２４条を推奨。
９．その他
（１）申込書には生年月日を記入のこと。
（次ページへつづく）

１０．本戦
（１）徳島県にて開催。
（２）本戦に出場の決定した選手は、選考会当日に１人１種目２０００円の大会参加費が必要です。
（３）四国大会各県割当数（推薦選手を除く）
単：
一般
男・女
８名
３０歳以上 男・女
４名
３５歳以上 男・女
４名
４０歳以上 男・女
４名
４５歳以上 男・女
４名
５０歳以上 男
４名
５５歳以上 男
４名
６０歳以上 男
４名
複：
一般
男・女
４組
３０歳以上 男・女
４組
３５歳以上 男・女
４組
４０歳以上 男・女
４組
４５歳以上 男・女
４組
５０歳以上 男・女
４組
５５歳以上 男・女
４組
６０歳以上 男
４組
混合複：
２組
（４）四国大会の選手選考は、本協会の選考委員が行う。

平成３０年度 全日本ジュニアバドミントン選手権大会高知県選考会
１．期日
平成３０年 ８ 月 １ 日（水）

８：４５開会式

９：００競技開始

２．会場
県立春野体育館
３．種目
ジュニアの部
ジュニア新人の部

男・女 の 単・複
男・女 の 単

４．競技規定・競技方法
（１）原則としてトーナメント方式で行い、３位決定戦は行わない。
但し、ジュニア新人の部のみ順位決定戦を行う場合がある。
５．参加資格
（１）ジュニアの部
開催年度内に満１８歳に達しないもの。
（２）ジュニア新人の部
中学１、２年生及び小学生
（３）共に、本年度選手登録完了者で本大会に参加可能な者。
６．参加制限
（１）ジュニアの部
各中学、各高校で男２複２単、女２複２単以内
（２）ジュニア新人の部
各中学、クラブチームで男４単、女４単以内
７．申込期日
平成３０年 ７ 月 ６ 日（金）

必着

８．申込先
所定の申込用紙に記入のうえ、下記へ郵送してください。
〒７８０－０９４７ 高知市大谷６ 高知商業高校 川添周三 宛
（問い合わせ）川添周三 ＴＥＬ０８８－８４４－０２６７（高知商業高校）
９．服装・背面について
（１）競技中の着衣は、
（公財）日本バドミントン協会審査合格品を着用すること。
（２）ウエア（上衣）背面には所属するチーム名・県名・氏名等が判断できるものを明示すること。
ダブルスにおいても両選手とも明示すること。
（３）チーム名表示の位置、大きさ、色等については、大会運営規程第２４条を推奨。
１０．その他
（１）本大会への参加料は協会で負担しますが、その他の費用（交通費、宿泊費等）は全て各個人の
負担となります。
（２）本大会は、9 月１６日（金）～１９日（月）に愛媛県で開催予定。
（３）試合球は、
（公財）日本バドミントン協会検定合格水鳥シャトルを使用し各自で持ち寄りとする。
なお、第一種検定合格球を使用のこと。

第１２回 はちきんいごっそう大会
１．期日
平成３０年 １０ 月 ８

日（月祝）

８：４５開会式

９：００競技開始

２．会場
県立青少年体育館（天王）
３．種目
２～４部及び初級 の 団体（混合複ｘ３、重複可、１人の選手の出場回数に制限あり）
（男子・女子各２名以上、合計４名以上の団体構成とすること）
４．競技規定・競技方法
（１）各部によるリーグ戦とします。
（２）試合は、混合複３組の団体戦とし、重複可。ただし１人の出場回数を制限する。
（３）試合球は、
（公財）日本バドミントン協会検定合格水鳥シャトルを使用し各自で持ち寄りとする。
なお、第一種または第二種検定合格球を使用のこと。
５．参加資格
（１）一般・大学生で、高知県内に現住所または勤務先を持つ者とします。
（県外の協会登録者は不可）
（２）県協会への登録、未登録は問いません。
６．参加料
１チーム：５０００円
７．申込期日
開始 平成３０年 ９ 月
終了 平成３０年 ９ 月

１０ 日（月）
２０ 日（木）

８．服装・背面について
（１）服装については自由です。
９．その他
（１）先着 ４２ チームとします。
同一月日時間に到着分でチーム数が超えた場合は抽選とします。
（２）クラス分け（２・３・４部、初級）については申告制としますが、
メンバー等勘案のうえ変更させて頂く場合があります。
（３）選手の変更・追加は書面（様式自由）にて開会式までに提出してください。

平成３０年度 高知県バドミントン一般秋季選手権大会
１．期日
平成３０年 １０ 月 ２８ 日（日）

８：４５開会式

９：００競技開始

２．会場
くろしおアリーナ
３．種目
１～３部 の 男・女 の

単・複

４．競技規定・競技方法
（１）原則としてトーナメント方式で行い、３位決定戦は行わない。
但し、参加数が少数の場合はリーグ戦で行う場合がある。
（２）試合球は、
（公財）日本バドミントン協会検定合格水鳥シャトルを使用し各自で持ち寄りとする。
なお、第一種または第二種検定合格球を使用のこと。
５．参加資格
（１）本協会に登録済みの一般・大学生
６．申込期日
開始 平成３０年 １０ 月
１ 日（月）
終了 平成３０年 １０ 月 １１ 日（木）
７．服装・背面について
（１）競技中の着衣は、
（公財）日本バドミントン協会審査合格品または協会公認 T シャツを着用
すること。
（２）ウエア（上衣）背面には所属するチーム名が判断できるものを明示すること。
ダブルスにおいても両選手とも明示すること。
（３）チーム名表示の位置、大きさ、色等については、大会運営規程第２４条を推奨。

第６４回高知県バドミントン一般リーグ
１．期日
①平成３０年 １２ 月
９ 日（日）
②平成３０年 １２ 月 １６ 日（日）

８：４５開会式
８：４５開会式

９：００競技開始
９：００競技開始

２．会場
① 県立春野体育館
男子１～５部
女子４～６部
② くろしおアリーナ
男子６～１０部
女子１～３部
※申込状況によりクラスの振り分けを変更する可能性があります。
変更する場合は１２月３日（月）までにホームページにてお知らせいたします。
３．種目
男子団体リーグ戦
女子団体リーグ戦

１～１０部
１～６部

４．競技方法
リーグ戦規定（別紙）による
５．参加資格
一般・大学生（原則として協会に申請した所属チームで出場すること）
※大学生が一般のチームに参加する場合は以下の点を満たすものとする
【在学している大学チームが大学学生連盟に登録している場合】
・所属大学チームが団体メンバーに足らずチームを編成できないこと
・年度内のチーム移動は不可
【在学している大学チームが大学学生連盟に登録していない場合】
・一般と同じ扱いとする
６．参加料
１チーム：１００００円
７．申込期日
開始 平成３０年 １１ 月 １２ 日（月）
終了 平成３０年 １１ 月 ２２ 日（木）
８．使用シャトル
(公財)日本バドミントン協会検定合格球を使用し、大会側で準備します。
９．服装・背面について
（１）競技中の着衣は、
（公財）日本バドミントン協会審査合格品または協会公認Ｔシャツを着用
すること。
（２）ウエア（上衣）背面には所属するチーム名が判断できるものを明示すること。
ダブルスにおいても両選手とも明示すること。
（３）チーム名表示の位置、大きさ、色等については特に定めない。

平成３０年度

高知県バドミントン普及大会（トリプルス）

１．期日
平成３０年 １２ 月 ２４ 日（月祝） ８：４５開会式

９：００競技開始

２．会場
くろしおアリーナ
３．種目
①一般 男子・女子（年齢制限なし３名）
②チーム合計年齢 １２０才以上 男子・女子の部（最低年齢３０歳以上３名）
③チーム合計年齢 １５０才以上 男子・女子の部（最低年齢４０歳以上３名）
④チーム合計年齢 １８０才以上 男子・女子の部（最低年齢５０歳以上３名）
⑤チーム合計年齢 ２００才以上 男子・女子の部（最低年齢６０歳以上３名）
４．競技規定・競技方法
・予選リーグ（１リーグ４組前後）を行い、決勝トーナメント
５．参加資格
①県協会への登録、未登録は問わない。
②一般・大学生で高知県内に現住所または勤務先を持つ者とします（県外の協会登録者は不可）
６．申込期日
開始 平成３０年 １１ 月 ２６ 日（月）
終了 平成３０年 １２ 月
６ 日（木）
７．参加料
大会開催要項（共通項目）の「６．参加料」を参照。
８．使用シャトル
大会開催要項（共通項目）の「８．使用シャトル」を参照。
９．服装・背面について
規定なし、自由とする。

平成３０年度 高知県バドミントン一般冬季選手権大会
１．期日
平成３１年 １ 月 １４

日（月祝）

８：４５開会式

９：００競技開始

２．会場
県立青少年体育館（天王）
３．種目
１～３部 の 男・女 の

単・複

４．競技規定・競技方法
（１）原則としてトーナメント方式で行い、３位決定戦は行わない。
但し、参加数が少数の場合はリーグ戦で行う場合がある。
（２）試合球は、
（公財）日本バドミントン協会検定合格水鳥シャトルを使用し各自で持ち寄りとする。
なお、第一種または第二種検定合格球を使用のこと。
５．参加資格
（１）本協会に登録済みの一般・大学生
６．申込期日
開始 平成３０年 １２ 月 １７ 日（月）
終了 平成３０年 １２ 月 ２７ 日（木）
７．服装・背面について
（１）競技中の着衣は、
（公財）日本バドミントン協会審査合格品または協会公認 T シャツを着用
すること。
（２）ウエア（上衣）背面には所属するチーム名が判断できるものを明示すること。
ダブルスにおいても両選手とも明示すること。
（３）チーム名表示の位置、大きさ、色等については、大会運営規程第２４条を推奨。

第３７回 高知オープンバドミントン選手権大会
１．期日
平成３１年 ２ 月 ２ 日（土）
平成３１年 ２ 月 ３ 日（日）

９：３０開会式

９：４５競技開始「単」
８：３０競技開始「複・混合」

２．会場
くろしおアリーナ
３．種目
フリー男子
単・複
年齢制限なし
フリー女子
単・複
年齢制限なし
フリー混合
複
年齢制限なし
ミドル男子
単・複
３５歳以上
ミドル女子
複
３５歳以上
ミドル混合
複
３５歳以上
シニア男子
単・複
４５歳以上
シニア女子
複
４５歳以上
シニア混合
複
４５歳以上
ハイシニア男子
単・複
５５歳以上
ハイシニア女子
複
５５歳以上
ハイシニア混合
複
５５歳以上
※年齢の起算は、平成３０年４月１日時点の年齢とする。
４．競技規定・競技方法
（１）トーナメント方式で行い、３位決定戦は行わない
但し、参加数が少数の場合はリーグ戦で行う場合がある。
（２）(公財)日本バドミントン協会検定合格球を使用し、大会側で準備します。
５．参加制限
（１）１人３種目以内（同じ種目の別クラスへのエントリーは不可。
例：単フリー、単ミドルへの同一人物のエントリーは不可）。
（２）単・複の２世代にわたっての出場は可。
（例：単フリー、複ミドルへの同一人物のエントリーは可）
６．申込先
高知県バドミントン協会ＨＰの申込フォームよりお申込みください。
【問い合わせ】
高知県バドミントン協会 競技部 部長 三宮健司
TEL：080-3927-0279
E-mail：kochi_bado_as@yahoo.co.jp
７．申込期日
開始 平成 ３１ 年 １
終了 平成 ３１ 年 １

月
７ 日（月）
月 １７ 日（木）

８．参加料
県内参加者：１人１種目２０００円（高中小学生は１０００円）
県外参加者：１人１種目１０００円
９．表彰
各種目とも３位まで表彰します。但し参加者少数種目については別途とする。
（次ページへつづく）

１０．服装・背面について
（１）競技中の着衣は、
（公財）日本バドミントン協会審査合格品または協会公認Ｔシャツを着用
すること。
（２）ウエア（上衣）背面には所属チーム名、又は、所属県名が判断できるものを明示すること。
ダブルスにおいても両選手とも明示すること。
（３）チーム名表示の位置、大きさ、色等については特に定めない。
１１．その他
（１）申込書には生年月日を記入のこと。
（２）疾病、事故に備えて、各自保険証を持参すること。
（３）組合せ及び上記以外のことに関しては、競技部一任とさせて頂きます。

平成３０年度 高知県混合ダブルスバドミントン大会
１．期日
平成３１年 ２ 月 １７

日（日）

８：４５開会式

９：００競技開始

２．会場
くろしおアリーナ
３．種目
混合複
４．競技規定・競技方法
（１）予選リーグを行い、順位別の決勝トーナメントを行う（参加数により変更する場合があります）
（２）試合球は、
（公財）日本バドミントン協会検定合格水鳥シャトルを使用し各自で持ち寄りとする。
なお、第一種または第二種検定合格球を使用のこと。
５．参加資格
（１）一般・大学生・高校生・中学生・小学生
７．申込期日
開始 平成 ３１ 年 １
終了 平成 ３１ 年 １

月 ２１ 日（月）
月 ３１ 日（木）

８．服装・背面について
（１）競技中の着衣は、
（公財）日本バドミントン協会審査合格品または協会公認 T シャツを着用
すること。
（２）ウエア（上衣）背面には所属するチーム名が判断できるものを明示すること。
ダブルスにおいても両選手とも明示すること。
（３）チーム名表示の位置、大きさ、色等については、大会運営規程第２４条を推奨。

平成３０年度 高知県バドミントン総合選手権大会
１．期日
平成３１年 ３ 月 １０

日（日）

８：１５開会式

８：３０競技開始

２．会場
くろしおアリーナ
３．種目
１部 の 男・女 の 単・複
４．競技規定・競技方法
（１）原則としてトーナメント方式で行い、３位決定戦を行う。
（２）(公財)日本バドミントン協会検定合格球を使用し、大会側で準備します。
５．参加資格
（１）一般・大学生・高校生・中学生・小学生
（２）
「一般」は１部資格者の者。
（３）
「高校・中学」は総合選手権出場資格者（本年度の大会における上位入賞者）
複につては同校内でペアを組むこと。但し、本年度卒業又は卒業予定者は除く。
（４）高知県出身県外在住大学生については、国体予選および高知オープンにて１部資格同等取得者は
出場可。
６．参加料
１人１種目２０００円（中高校生１０００円）
７．申込期日
開始 平成 ３１ 年 ２
終了 平成 ３１ 年 ２

月 １１ 日（月）
月 ２１ 日（木）

８．表彰
３位まで表彰する。
９．服装・背面について
（１）競技中の着衣は、
（公財）日本バドミントン協会審査合格品または協会公認 T シャツを着用
すること。
（２）ウエア（上衣）背面には所属するチーム名、学校名が判断できるものを明示すること。
ダブルスにおいても両選手とも明示すること。
（３）チーム名表示の位置、大きさ、色等については、大会運営規程第２４条を推奨。
１０．その他
「高校・中学」は申込書に学年を記入のこと。

全日本社会人・シニアバドミントン選手権大会について
１．期日・会場・種目・競技方法・参加資格等詳細
（公財）日本バドミントン協会等のＨＰを参照してください。
２．申込期日
①全日本社会人 平成 ３０ 年 ６ 月 ３０ 日（土）必着
②全日本シニア 平成 ３０ 年 ７ 月 ３１ 日（火）必着
３．大会参加料
①一人 1 種目 ７，０００円
②一人 1 種目 ５，０００円

※本年度より大会参加料を各自負担とさせていただきます。
申込締め切り日までに納入をお願いします。
納入方法は後日お知らせします。

平成３０年度 県民スポーツフェスティバル（バドミントンの部）
１．期日
平成３０年 １０ 月 １４ 日（日）

８：４５開会式

９：００競技開始

２．会場
県民体育館
３．種目
各市町村対抗の 男女団体（２複１単）
４．競技規定・競技方法
（１）各部によるリーグ戦とします。
（２）試合は、２複１単の団体戦とし、重複不可。
（３）試合球は、
（公財）日本バドミントン協会検定合格水鳥シャトルを使用し大会側で準備します。
５．参加資格
（１）一般・大学生で、高知県内に現住所または勤務先を持つ者とします。
（県外の協会登録者は不可）
（２）県協会への登録、未登録は問いません。
６．参加料
１人：５００円
７．申込方法・申込期日
高知県ホームページ、
「文化生活スポーツ部→スポーツ課→県民スポーツフェスティバル」にある
開催要項を参照。
８．服装・背面について
（１）登録チーム名を明記。
９．その他

