
第25回全日本シニアバドミントン選手権大会

大会運営　について

(1)開館

ア)ウイガアリ｣･刈谷､刈谷市民体育館､大府市民体育館は､開館時間は8 : 30ですo

イ)東海市民休育館は､開館時間は9:00です｡

(2)受付

ア)競技当日ウインゲアリーナ刈谷､刈谷市民体育館､大府市民体育館は8:30より､

東海市民体育館は､ 9 : 00より会場ロビーにて行います｡

イ)参加種目の会場にて受付を行ってください｡他会場ではできません｡

(3)練習

ア)練習会場は設けていません｡ウインク●ァリーナ刈谷､刈谷市民体育館､大府市民体育館は

全日とも8:45-9: 1 5を練習時間とします｡

東海市民体育館は全日とも9 : 1 5-9 : 45を練習時間とします｡

当日の初戦のみ､試合前の練習時間を2分間虚けます｡なお､練習は八〇一け-または対戦者と

し､ヒツテインゲ八〇ヰナーは認めないo

(4)競技の進行

ア)東海市民体育館のタイムテーブルを全日30分遅く変更し､競技開始を1 0:00とします｡

イ)タイムテーブルには試合順が示されていますが､あくまでも目安であり､流し込み方式で行いま

すので､場内放送に注意してください｡なお各会場とも本部席横に選手待機場所を設けます｡

(5)審判

ア)本大会の主審と一部線審は愛知県バドミントン協会で行いますが､競技最終日を除き､敗者は次

の試合の線審となりますo試合終了後､敗者の方はそのコートで待機してください｡

イ)得点表示係及びタイムテーブル1巡目の線審は､愛知県協会が行います｡

ウ)競技最終日の審判はすべて愛知県バドミントン協会で行います｡

エ)サービスジャッジは原則として配置いたしません｡

(6)閉会式･表彰式

ア)閉会式は行いません｡

イ)表彰式は､決定しだい随時､ 1 1 , 1 2コ-ト上の表彰席でおこないますo

ウ)入賞者(1位～3位)に賞状･入賞メダルを授与します｡

エ)表彰後､入賞者ごとに写真撮影を表彰席横の撮影位置で行います｡

(7)その他

ア)上衣背面に必ず所属の｢都道府県名｣を明記してください｡

イ)けが等の事故については､応急処置をいたします｡その後の処置については､参加者の責任で

行ってください｡

ウ)ゴミはすべて各自でお持ち帰りください｡

エ)フロア外での羽根打ちはご遠慮ください｡

*会場別の開館時間､練習時間､および変更しました東海市民休育館のタイムテーブルは別紙を参照して下さい｡

この連絡を含めて今後､本大会に関する連絡.案内を､インターネットの｢全日本シニア大会サイト｣ (愛知県

協会ホームページ内)に､随時掲載します｡ご覧ください｡ http://www.hellonetorjpraichibad/



会場別開場時刻と練習時間

＼ ���ｩkﾂ�第1会場 ��c(檍�｢�第3会場 ��cH檍�｢�

ウイングアリーナ刈谷 亂�$ｨ�9�ﾈ支ｭ��大府市民体育館 �8ﾈ､8�9j��ﾈ支ｭ��

コート数 �#��10 ��R�16 

第1日日 ll/22(土) �� �� �� 開場時■刻 塔｣3��8:30 塔｣3��9:00 

練習時間 塔｣CRﾓ謄�R�8:45-9:15 塔｣CRﾓ謄�R�9:15.-9:45 

競技開始時刻 涛｣3��9:30 涛｣3��10:00 

実施種目 �3�ﾜ闌��9&ｨ��Z��60歳以上男子複 �3Xﾜ闌��9&ｨ��Z��45歳以上男子複 

(1回戟～準々決勝) �3�ﾜ闌��8���Z��60歳以上女子複 �3Xﾜ闌��8���Z��45歳以上女子複 

40歳以上男子複 田Xﾜ闌��9&ｨ��Z��55歳以上男子複 鉄�ﾜ闌��9&ｨ��Z��

40歳以上女子複 田Xﾜ闌��8���Z��s�ﾜ闌��9&ｨ��Z��s�ﾜ闌��8���Z��55歳以上女子複 鉄�ﾜ闌��8���Z���

第2日日 ll/23(日) �� �� �� 開場時刻 塔｣3��8:30 塔｣3��9:00 

練習時間 塔｣CRﾓ謄�R�8:45.-9:15 塔｣CR簫纉｣�R�9:15-9:45 

競技開始時刻 涛｣3��9:30 涛｣3��10:00 

実施種目 �3�ﾜ闌��9&ｨ��%��60歳以上男子単 �3Xﾜ闌��9&ｨ��%��45歳以上男子単 

(1回戦～準々決勝) �3�ﾜ闌��8���%��60歳以上女子単 �3Xﾜ闌��8���%��45歳以上女子単 

30歳以上混合複 田�ﾜ闌��8ﾚﾈﾘyZ��35歳以上混合複 鼎Xﾜ闌��8ﾚﾈﾘyZ��

40歳以上男子単 田Xﾜ闌��9&ｨ��%��55歳以上男子単 鉄�ﾜ闌��9&ｨ��%��

40歳以上女子単 田Xﾜ闌��8���%��55歳以上女子単 鉄�ﾜ闌��8���%��

40歳以上混合複 田Xﾜ闌��8ﾚﾈﾘyZ��s�ﾜ闌��9&ｨ��%��s�ﾜ闌��8���%��s�ﾜ闌��8ﾚﾈﾘyZ��55歳以上混合複 鉄�ﾜ闌��8ﾚﾈﾘyZ��

第3日日 ll/24(月) �� �� �� 開場時刻 塔｣3��

練習時間 塔｣CRﾓ謄�R�

競技開始時刻 涛｣3��

実施種目 ��8顥m｢�引�ﾈ飲�ﾈ飲��

注意1 :第4会場(東海市民体育館)の競技開始時刻を9時30分より10時00分に変更しました｡

注意2:各日､練習時間は10分間隔で交代をしますが､お互い譲り合って練習して下さいo



タイムテーブル(1 0)

11月22日(土)東海市民体育館

45歳以上男子複(45MD)　　　　45歳以上女子複(45WD)

50歳以上男子複(50MD)　　　　50歳以上女子複(50WD)

メインアリーナ 劔劔劔サブアリーナ 

1 �"�3 擢迭�澱���f7 唐�9 �*&��ll i ��"�13 ��I?｣R���b�

10:00 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎UtB�45WD 鼎UtB�50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD -1 蔦"�-3 蔦B�-5 蔦b�i-7 蔦��-1 蔦"�-3 蔦��-2 蔦2�-4 蔦R�

10:30 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50WD 鉄�tB�50WD -6 ��｢ﾓr�-8 蔦��ど-10-ll i �-12 蔦�2�-14 蔦�R�-16 ー 蔦�r�-l8 蔦��-2 蔦2�

ll:00 鉄�tB�50WD 鉄�tB�50＼VD 鉄�tB�50WD 鉄�tB�50Ⅵ/D 鉄�tB�501VD 鉄�tB�50WD 鉄�tB�50WD 鉄�tB�50WD -4 蔦R�-6 蔦r�-8 蔦��-10 椿ﾆﾂ�了12 蔦�2�-14 蔦�R�】 】-16 i 蔦�r�-18 蔦���

ll:30 鉄�tB�50WD 鉄�tB�50WD 亦�ﾃS�tB�50WD 鉄�tB�I 45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD -20 蔦#��-22 蔦#2�-24 蔦#R�-26 蔦��-10 椿ﾆﾂ�-12 蔦�2�2�i-14 I 蔦�R�-16 蔦�r�

12:00 鼎TﾔB�I 45MD45MD �45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD -18 倬bﾓ�蔦#��蔦#��-22 蔦#2�-24 蔦#R�-26 蔦#r�-28 蔦#��-30 蔦3��-32 蔦32�

12:30 鼎TﾔB�45MD巨5MD �45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45WD 鼎UtB�45WD 俣CUtB�45WD 鼎UtB�45WD 鼎UtB�45WD -34 �#3X�33b�蔦3r�-38 蔦3��-40 蔦B�-5 蔦b�-7 蔦��-9 蔦���-ll 蔦�"�

13:00 鼎UtB�45WD 鳴��｣CUtB�45WD 鼎UtB�45WD 鼎UtB�45WD 鼎UtB�45WD 鼎UtB�45WD 姪CUtB�45WD 鼎X�%dB�45WD -13 �6s�B�-15 蔦�b�-17 蔦���i-19 蔦#��-21 蔦#"�-23 蔦#B�-25 蔦#b�-27 蔦#��

13:30 鼎UtB�45WD 鼎UtB�45WD 鼎UtB�45WD ��絛tB�50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD -29 蔦3��-31 蔦3"�-33 蔦3B�-35 蔦���-20 蔦#��-22 i 蔦#2�-24 蔦#R�-26 蔦#r���

14:00 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔH�｣S�ﾔB�鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50LlfD 鉄�ﾔB�150MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD -28 蔦#��-30 蔦3��-32 蔦32�-34 蔦3R�-36 蔦3r���-38 蔦3��-40 蔦C��-42 蔦C2���

14:30 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50WD 鉄�tB�50WD 倬cS�tB�50WD 鉄�tB�50WD 鉄��dB�50WD -44 蔦CR�-46 蔦Cr�-48 蔦C����-50 蔦#r�-28 蔦#��-30 蔦3��-32 蔦32�-34 蔦3R�

15:00 鉄�tB�50WD 鉄�tB�50WD 鉄�tB�50WD 鉄�tB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD -36 蔦3r�-38 蔦3��-40 蔦C��-42 蔦C��-42 蔦C2�-44 蔦CR�-46 蔦Cr�-48 蔦C��

15:30 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45WD 鼎UtB�45WD 鼎UtB�i45WD 鼎UtB�l45WD 鼎UtB�45WD -50 蔦S��-52 蔦S2�.-54 蔦SR�1-56 蔦3b�-37 蔦3��-39-40 �-41 蔦C"�-43 50MD 蔦CB�

16:00 鼎UtB�45WD 鼎UtB�45WD 鼎UtB�45WD 鼎UtB�50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50MD �50MD -45 蔦Cb�i-47-48 �-49 蔦S��-51 蔦S��-52 蔦S2�-54 �#SR�-56 �ｨ璽Sr�-58 蔦S��

16:30 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�≡50MD 鉄���ﾂ��50MD 鉄�ﾔB�50WD 姪S�tB�50Wl) 鉄�tB�昔50WD 鉄�tB�.50WD 鉄�tB�45MD -60 蔦c��-62;-63 �-64 蔦cR�-66 蔦C2�-44 亦ﾓCR�-46 i 蔦Cr�-48 ��bﾓC��-50 蔦Sr�

17:00 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45MD 鼎TﾔB�45WD 鼎UtB�145WD 鼎UtB�45WD ���CUtB�i45WD 鼎S�dB�50MD -58… 蔦S蔦c��蔦c��-62 蔦c2�-64 蔦S"�-53 蔦SB�-55 蔦Sb�-57l 蔦S��-59 蔦cr�

17:30 鉄�ﾔB�50MDE50MD �50MD 鉄�ﾔB�50MD 鉄�ﾔB�50WD董 鉄�tB�50WD 鉄�tB�45MD 鼎TﾔB�45MDi 鼎TﾔB�45WD -68 蔦c��-70 蔦s��-72 蔦s2�-74 蔦S��-52 蔦S2�-54 蔦cR�-66 蔦cr�-68l 蔦c��

18:00 俯�И9��45WDi -62i 亦�CUC2ﾔF｣Rﾓ�r#TB�鉄�ﾔB��ﾓsf��50MD -77 凩｢�ー 亦�R��ー ��ｺ"� 唯�【 l �"���… ∫ 

※コート及び時間の変更がありえますので､場内放送の指示に従って下さい｡

※コートが空き次第､次の試合を入れますので､ご留意して下さい｡

※メインアリーナとサブアリーナ間のコート変更はありますo



タイムテーブル(1 1 )

11月23日(日)東海市民体育館

45歳以上男子単(45MS)　45歳以上女子単(45WS)　45歳以上混合複(45XD)

50歳以上男子単(50MS)　50歳以上女子単(50WS)　50歳以上混合複(50XD)

メインアリーナ 劔劔劔サブアリーナ 

1 ���"�3 釘�5 塗ｹ�r�唐�9 ��貳��い1 ��"�13 ��B�15 I ��b�

10:00 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�1 45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Uu2�45WS 鼎Uu2�45WS 鼎Uu2�45WS -1 蔦"�-3 蔦B�-5 ��ﾓb�-7 蔦��-9 蔦���-1 蔦"�-3 蔦B�-5 蔦b�

10:30 鼎Uu3CUu2�鼎UВ�45XD 鼎UВ�45XD 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2�50WS 鉄�u2�滝ows �4�2�50WS �4�2�50WS 
-7 蔦��-1 蔦"�-3 �ｨ璽B�-1 蔦"�-3 蔦��圭一2 蔦2�-4 蔦R�-6 蔦r�

ll:00 鉄�u2�50WS 鉄�В�50XD 鉄�В�50XD 鉄�В�50XD 鉄�В�50XD 鉄�В�50XD 鉄�В�50XD 鉄�В�50XD -8 蔦��-1-2 �-3 蔦B�-5 蔦b�-7 蔦��-9 蔦���-ll 蔦�"�-13 蔦�B�

ll:30 鉄�В�50XD 鉄�В�≦50XD ��｢�S�В�50XD 鉄�В�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�蔓45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45MS -15 蔦�b�-17,-18 �-19 蔦#��i-21 椿ﾆﾂ�-12 ー 蔦�2�-14 蔦�R�-16 ����r�-18 蔦���

12:00 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45MS -20 蔦#��-22 蔦#2�-24 蔦#R�-26 蔦#r�-28 蔦#��-30 蔦3��-32 蔦32�-34 蔦3R�

12:30 鼎Tﾕ2�;45MS 白�CTﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45WS 鼎Uu2�45WS 鼎Uu2�45WS 鼎Uu2�45WS 鼎Uu2�45XD -36 ��ふ3r���-38 蔦3��-40 蔦C��-42 蔦��-10 椿ﾆﾂ�-12 蔦�2�-14 蔦�R�-16 蔦R�

13:00 鼎UВ�45XD 鳴��cCU���45XD 鼎U���45XD 鼎U�:"�45XD 鼎UВ�45XD 鼎UВ�45XD 鼎UВ�45XD 鼎UВ�45XD -6 蔦r�-8 蔦��-10 椿ﾆﾂ�-12 蔦�2�-14 蔦�R�l-16 蔦�r�-18 蔦���-20 蔦#��

13:30 鼎UВ�45XD 鼎UВ�45XD 鼎UВ�45XD 姪CUВ�45XD 鼎UВ�45XD 鼎UВ�45XD 鼎UВ�45XD 鼎UВ�50MS -22 蔦#2�-24-25 �-26 �ｨ璽#r�-28 蔦#��-30 蔦3��-32 蔦32�-34 蔦3R�-36 蔦B�

14:00 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2�:50MS 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ6鉄�ﾕ2�鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2�50MS 一〇 蔦b�-7､-8 �-9 蔦���-ll-12 �-13巨14 �-15 蔦�fﾂ�-17 蔦��#���蔦#��

14:30 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ3S�ﾕ2�鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2�50MSt 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2�SOWS -21 蔦#"�-23 蔦#B�i-25 i 蔦#b�｢27 蔦#��-29 蔦3��-31 蔦3"�-33 蔦3B�-35 蔦���

15:00 鉄�u2�50WS 鉄�u2�SOWS 鉄�u3S�u2�鉄�u2�50XD 鉄�В�50XD 鉄�В�50XD 鉄�В�50XD 鉄�В�50XD -ll 蔦�"�-13 蔦�B�-15 蔦�b�-17 蔦#"�-23 蔦#B�-25 蔦#b�-27 蔦#��-29 蔦3��

15:30 鉄�В�ー50XD 鉄�В�50XDi50XD �50XD 鉄�В�ﾓ3r�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�I 45MS 俣CTﾕ2�45MS -31 蔦3"�-33 蔦3B�i-35 蔦3b�蔦C2�-44 蔦CR�-46 蔦Cr�-48 蔦C���CUВ�-50 蔦S��

16:00 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45WS 鼎Uu2�45WS 鼎Uu2�45XD 鼎UВ�鼎UВ�45XD -52 蔦S2�-54 蔦SR�l-56 蔦Sr�-58 蔦�r�-18 蔦���-20 蔦3r�-38 蔦3��-40 蔦C��

16:30 鼎UВ�45Xl) 鼎UВ�45XD ���CUВ�45XD 鼎UВ�45XD 鼎UВ�45XD 鼎UВ�50MS 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2�50MS -42 蔦C2�-44 蔦CXｹ�Cb�蔦Cr�-48 蔦C��-50 蔦S��-52 蔦3f��-37 蔦3��-39 I 蔦C����

17:00 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2�50MS 姪S�ﾕ2�50MS 姪S�ﾕ2�50MS 姪S�ﾕ2�50WS 鉄�u2�SOWS 倩｣S�u2�50XD -41 蔦C"�-43 蔦CB�-45 蔦Cb�-47 亦ﾓC��-49 蔦S��-51 蔦���-19 蔦#��-21 蔦3��

17:30 鉄�В�50XD 鉄�В�50XD 鉄�В�50XD 鉄�В�45MS 鼎Tﾕ2�145MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ8�｢�45MS 鼎Tﾕ2�45XD -39 蔦C��-41 蔦C"�-43 蔦CB�-45 蔦S鳴ﾓc��蔦c��-62 I 蔦c2�-64i 蔦cR�-66 蔦S2�

18:00 鼎UВ�45XD 鼎UВ�i 45XDl 鼎UВ�45XD 姪CUВ�50MS!50MS �50MS 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2�50XD -54 停ﾓSR���≡-56 蔦Sr�-58 蔦S��-60 蔦S&��-53 蔦SB�-55 I 蔦Sb�-57 蔦S��⊆-59 蔦Cb�

18:30 鉄�В�50XD 鉄�В�45MS 鼎Tﾕ2�45MS 鼎Tﾕ2�45XD】 鼎UВ�45XD 痴CUВ�50MS 鉄�ﾕ2�50MS 鉄�ﾕ2� -47喜一48 刪齒dj-67 �-68 蔦c��-70 蔦c��-62 蔦c2�-64 蔦c��-61 蔦c"�-63 

※コート及び時間の変更がありえますので､場内放送の指示に従って下さい｡

※コートが空き次第､次の試合を入れますので､ご留意して下さい｡

※メインアリーナとサブアリーナ間のコート変更はあります｡


