
第第第第２２２２１１１１回回回回    県央大会県央大会県央大会県央大会要項要項要項要項 

 

主主主主            催催催催    新潟県バドミントン協会県央支部新潟県バドミントン協会県央支部新潟県バドミントン協会県央支部新潟県バドミントン協会県央支部 

後後後後            援援援援    三条市下田地区三条市下田地区三条市下田地区三条市下田地区体育協会体育協会体育協会体育協会 

主主主主            管管管管    新潟県バドミントン協会県央支部・新潟県バドミントン協会県央支部・新潟県バドミントン協会県央支部・新潟県バドミントン協会県央支部・下田バドミントン協会下田バドミントン協会下田バドミントン協会下田バドミントン協会 

日日日日            時時時時    平成平成平成平成 28 年年年年 3 月月月月 6 日（日）日（日）日（日）日（日） 

                         開会式開会式開会式開会式    午前午前午前午前 8 時時時時 30 分分分分    下田体育館にて下田体育館にて下田体育館にて下田体育館にて 

（（（（下田中学校体育館は開会式終了後に下田中学校体育館は開会式終了後に下田中学校体育館は開会式終了後に下田中学校体育館は開会式終了後に開錠開錠開錠開錠）））） 

会会会会            場場場場    下田体育館・下田中学校体育館下田体育館・下田中学校体育館下田体育館・下田中学校体育館下田体育館・下田中学校体育館 

使使使使  用用用用  球球球球    第１種検定級第１種検定級第１種検定級第１種検定級 

競 技 方競 技 方競 技 方競 技 方 法法法法    競技規競技規競技規競技規 則則則則    日本バドミントン協会現行規則日本バドミントン協会現行規則日本バドミントン協会現行規則日本バドミントン協会現行規則 

種種種種            別別別別     男子男子男子男子 A・・・・B・・・・C・Ｄ・Ｄ・Ｄ・Ｄクラスクラスクラスクラス                 

女子クラス女子クラス女子クラス女子クラス 

チーム編チーム編チーム編チーム編成成成成    男子男子男子男子    Ａ・Ａ・Ａ・Ａ・ＢクラスＢクラスＢクラスＢクラス    ５～１０名５～１０名５～１０名５～１０名 

                         男子男子男子男子    Ｃ・ＤクラスＣ・ＤクラスＣ・ＤクラスＣ・Ｄクラス    ６～１０名６～１０名６～１０名６～１０名 

                         女子クラス女子クラス女子クラス女子クラス                    ６～１０名６～１０名６～１０名６～１０名 

                         上位クラス上位クラス上位クラス上位クラスの選手の選手の選手の選手がががが 2 名以上の場合、下部クラスで出場名以上の場合、下部クラスで出場名以上の場合、下部クラスで出場名以上の場合、下部クラスで出場ははははできませんできませんできませんできません。。。。 

                        （主催者の判断でクラス変更をする場合がありますのでご了承ください）（主催者の判断でクラス変更をする場合がありますのでご了承ください）（主催者の判断でクラス変更をする場合がありますのでご了承ください）（主催者の判断でクラス変更をする場合がありますのでご了承ください） 

試 合 方試 合 方試 合 方試 合 方 法法法法    団体戦団体戦団体戦団体戦     

男子男子男子男子 A・Ｂ・Ｂ・Ｂ・Ｂクラスクラスクラスクラス ２複１単２複１単２複１単２複１単 

 Ｃ・ＤＣ・ＤＣ・ＤＣ・Ｄクラスクラスクラスクラス ３３３３複複複複 

女子クラス女子クラス女子クラス女子クラス ３複３複３複３複 

予選リーグ後、決勝トーナメントを行なう（予選リーグ後、決勝トーナメントを行なう（予選リーグ後、決勝トーナメントを行なう（予選リーグ後、決勝トーナメントを行なう（3 位決定戦は行わない）位決定戦は行わない）位決定戦は行わない）位決定戦は行わない） 

参 加 資参 加 資参 加 資参 加 資 格格格格    中学生以上で地域限定はしない。中学生以上で地域限定はしない。中学生以上で地域限定はしない。中学生以上で地域限定はしない。 

得得得得         点点点点     試合数に応じて決定する試合数に応じて決定する試合数に応じて決定する試合数に応じて決定する。。。。 

参参参参  加加加加  料料料料    １チーム１チーム１チーム１チーム     

             

         

 

 

表表表表            彰彰彰彰    各クラス各クラス各クラス各クラス 3 位まで賞状を授与する位まで賞状を授与する位まで賞状を授与する位まで賞状を授与する。。。。 

申 込 方申 込 方申 込 方申 込 方 法法法法    別紙別紙別紙別紙参加申込書に必要事項を記入し、必ず参加申込書に必要事項を記入し、必ず参加申込書に必要事項を記入し、必ず参加申込書に必要事項を記入し、必ず FAX で申し込んでくださいで申し込んでくださいで申し込んでくださいで申し込んでください。。。。 

申申申申    込込込込    先先先先    嵐北産業㈱生コン部内嵐北産業㈱生コン部内嵐北産業㈱生コン部内嵐北産業㈱生コン部内    西西西西 潟潟潟潟 宛て宛て宛て宛て 

                        FAX    0256 ‐‐‐‐46‐‐‐‐4874 

お問い合お問い合お問い合お問い合せせせせ    090‐‐‐‐4935‐‐‐‐9899（西潟）（西潟）（西潟）（西潟） 

申込締切申込締切申込締切申込締切りりりり    平成平成平成平成 28 年年年年 2 月月月月 19 日（日（日（日（金金金金））））17 時必着時必着時必着時必着 

そそそそ  のののの  他他他他    ☆試合中の怪我等の応急処置は行ないますが、その後の責任は一切負いません☆試合中の怪我等の応急処置は行ないますが、その後の責任は一切負いません☆試合中の怪我等の応急処置は行ないますが、その後の責任は一切負いません☆試合中の怪我等の応急処置は行ないますが、その後の責任は一切負いません。。。。 

また、傷害保険の付保は行ないませんので、また、傷害保険の付保は行ないませんので、また、傷害保険の付保は行ないませんので、また、傷害保険の付保は行ないませんので、各各各各個人で対応してください個人で対応してください個人で対応してください個人で対応してください。。。。 

☆参加料は当日受付でお支払いください☆参加料は当日受付でお支払いください☆参加料は当日受付でお支払いください☆参加料は当日受付でお支払いください。。。。 

☆☆☆☆組み合わせ終了後の不参加（キャンセル）組み合わせ終了後の不参加（キャンセル）組み合わせ終了後の不参加（キャンセル）組み合わせ終了後の不参加（キャンセル）については、参加料を頂きますについては、参加料を頂きますについては、参加料を頂きますについては、参加料を頂きます。。。。 

☆チーム名は☆チーム名は☆チーム名は☆チーム名は、分かりやすく短い名称で、、分かりやすく短い名称で、、分かりやすく短い名称で、、分かりやすく短い名称で、5～～～～8 文字程度としてください。文字程度としてください。文字程度としてください。文字程度としてください。 

（（（（長く読みにくい長く読みにくい長く読みにくい長く読みにくいチーム名チーム名チーム名チーム名が増加傾向にありますが増加傾向にありますが増加傾向にありますが増加傾向にあります。運営の都合上。運営の都合上。運営の都合上。運営の都合上、、、、省略させて省略させて省略させて省略させて頂く頂く頂く頂く 

場合場合場合場合がありますので、あらかじめご了承ください）がありますので、あらかじめご了承ください）がありますので、あらかじめご了承ください）がありますので、あらかじめご了承ください） 

組み合わせ組み合わせ組み合わせ組み合わせ    平成平成平成平成 28 年年年年 2 月月月月 21 日（日（日（日（日日日日））））

一一一一 般般般般 男男男男 子子子子 6,000 円円円円 

一一一一 般般般般 女女女女 子子子子 5,500 円円円円 

中・高校生男子中・高校生男子中・高校生男子中・高校生男子 5,000 円円円円 

中・高校生女子中・高校生女子中・高校生女子中・高校生女子 4,500 円円円円 

※クラス（社会人リーグ参加者）※クラス（社会人リーグ参加者）※クラス（社会人リーグ参加者）※クラス（社会人リーグ参加者）    

男子男子男子男子    ＡクラスＡクラスＡクラスＡクラス    １～３部１～３部１～３部１～３部    

            ＢクラスＢクラスＢクラスＢクラス    ４～６部４～６部４～６部４～６部    

            ＣクラスＣクラスＣクラスＣクラス    ７～９部７～９部７～９部７～９部    

            ＤクラスＤクラスＤクラスＤクラス    10101010～～～～13131313 部部部部    



 

 

嵐北産業㈱生コン部内嵐北産業㈱生コン部内嵐北産業㈱生コン部内嵐北産業㈱生コン部内    西潟宛て西潟宛て西潟宛て西潟宛て 

FAX    0256-46-4874 

 

第第第第 21 回回回回    県央大会県央大会県央大会県央大会 参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書 

  

団団団団    体体体体    名名名名   

申込責任者申込責任者申込責任者申込責任者   

住住住住            所所所所   

連連連連    絡絡絡絡    先先先先  自宅自宅自宅自宅 ・・・・ 勤務先勤務先勤務先勤務先 ・・・・ 携帯携帯携帯携帯 

                                                                             

チーム名チーム名チーム名チーム名  種種種種        別別別別 男子男子男子男子    ・・・・    女子女子女子女子 クラスクラスクラスクラス 

 氏氏氏氏            名名名名 社会人リーグ社会人リーグ社会人リーグ社会人リーグ所属団体所属団体所属団体所属団体 
平成平成平成平成 27 年度年度年度年度 所属クラス所属クラス所属クラス所属クラス     

※必ず記入する※必ず記入する※必ず記入する※必ず記入する 

１１１１   県央県央県央県央    新潟新潟新潟新潟    長岡長岡長岡長岡         部部部部    学生学生学生学生    中・中・中・中・高校生高校生高校生高校生    無無無無所属所属所属所属 

２２２２   県央県央県央県央    新潟新潟新潟新潟    長岡長岡長岡長岡         部部部部    学生学生学生学生    中・高校生中・高校生中・高校生中・高校生    無無無無所属所属所属所属 

３３３３   県央県央県央県央    新新新新潟潟潟潟    長岡長岡長岡長岡         部部部部    学生学生学生学生    中・高校生中・高校生中・高校生中・高校生    無無無無所属所属所属所属 

４４４４   県央県央県央県央    新潟新潟新潟新潟    長岡長岡長岡長岡         部部部部    学生学生学生学生    中・高校生中・高校生中・高校生中・高校生    無無無無所属所属所属所属 

５５５５   県央県央県央県央    新潟新潟新潟新潟    長岡長岡長岡長岡         部部部部    学生学生学生学生    中・高校生中・高校生中・高校生中・高校生    無無無無所属所属所属所属 

６６６６   県央県央県央県央    新潟新潟新潟新潟    長岡長岡長岡長岡         部部部部    学生学生学生学生    中・高校生中・高校生中・高校生中・高校生    無無無無所属所属所属所属 

７７７７   県央県央県央県央    新潟新潟新潟新潟    長岡長岡長岡長岡         部部部部    学生学生学生学生    中・高校生中・高校生中・高校生中・高校生    無無無無所属所属所属所属 

８８８８   県央県央県央県央    新潟新潟新潟新潟    長岡長岡長岡長岡         部部部部    学生学生学生学生    中・高校生中・高校生中・高校生中・高校生    無無無無所属所属所属所属 

９９９９   県央県央県央県央    新潟新潟新潟新潟    長岡長岡長岡長岡         部部部部    学生学生学生学生    中・高校生中・高校生中・高校生中・高校生    無無無無所属所属所属所属 

10   県央県央県央県央    新潟新潟新潟新潟    長岡長岡長岡長岡         部部部部    学生学生学生学生    中・高校生中・高校生中・高校生中・高校生    無無無無所属所属所属所属 

 

※複数チームで申込みする場合※複数チームで申込みする場合※複数チームで申込みする場合※複数チームで申込みする場合は、コピーして利用してください。は、コピーして利用してください。は、コピーして利用してください。は、コピーして利用してください。 

 

＜参＜参＜参＜参    加加加加    料＞料＞料＞料＞ 

 

 

 

 

一一一一     般般般般 男子男子男子男子 ６６６６，，，，００００００００００００ 円×円×円×円×  チーム＝チーム＝チーム＝チーム＝ 

〃〃〃〃 女子女子女子女子 ５，５５，５５，５５，５００００００００ 円×円×円×円×  チーム＝チーム＝チーム＝チーム＝ 

中・中・中・中・高校生高校生高校生高校生 男子男子男子男子 ５，０５，０５，０５，０００００００００ 円×円×円×円×  チーム＝チーム＝チーム＝チーム＝ 

〃〃〃〃 女子女子女子女子 ４，５４，５４，５４，５００００００００ 円×円×円×円×  チーム＝チーム＝チーム＝チーム＝ 

合合合合            計計計計    チームチームチームチーム                            円円円円 


