
第52回全日本社会人バドミントン選手権大会要項

1主　　　催　財団法人　日本バドミントン協会

2　主　　　管　千葉県バドミントン協会

3　後　　　援　(予定)千葉県　千葉県教育委員会　財団法人千葉県体育協会

千葉市　千葉市教育委員会

4　期　　　日　平成21年9月6日(日) ～9月11日(金)

開会式　　9月　6日(日)　17時30分より

競　技　　9月7日(月) ～11日(金)

閉会式　　9月11日(金)　競技終了後(15:00予定)

5　会　　　場　　第1会場　千葉ポートアリーナ(16面)　電話(043)24卜0006

千葉市中央区問屋町1-20

第2会場　千葉公園体育館　　( 8面)　電話(043)253-8050

千葉市中央区弁天トト1

第3会場　千葉県体育館　　　( 8面)　電話(043)290-8501

千葉市稲毛区天台町323

6　種　　　目　(1)一般男子単　(2)一般男子複　(3)一般女子単

(4)一般女子複　(5)混合　複

7　競技規則　平成21年度(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｡

8　競技方法　各種目ともトーナメント方式とし､ 3位決定戦は行わない｡

9　使用用器具　(1)平成21年度(財)日本バドミントン協会第1種検定合格水鳥球を使用する｡

(2)平成21年度(財)日本バドミントン協会検定･審査合格用器具を使用する｡

10　参加資格　下記Dの項目の資格を有し､各都道府県バドミントン協会加盟者で､平成21年6月1

日(月)までに(財)日本バドミントン協会に一般社会人として会員登録を完了し､

次のAB C各項目のいずれかに該当する者o

A　前年度本大会男子単･複､女子単･複､混合複ランキング8位以内

B　本大会申し込み締め切り時の日本ランキング男女単･複16位以内

C (財)日本バドミントン協会決定の各都道府県割当数以内

D　日本国で出生し引き続き国内に居住している者

11参加制限　(1)各都道府県割当数は､男女各単1､複1を基礎割合とする｡

(2)平成20年度(財)日本バドミントン協会登録区分〔一般〕の各都道府県

登録者の2.5%を乗じて割り当てる｡

(3)都道府県ごとに参加者が割当数に満たない場合には､主管県の判断により

追加参加を認めることが出来る｡

(4) 1選手は2種目以内の参加とし､単と混合複は兼ねられない｡

12　埠　合　せ　(1) (財)日本バドミントン協会が指名した競技役員長(レフェリー)の指示の下､競

技審判部長(デュプティーレフェリー)及び主管団体役員によって行うo

(2)男女単複は､参加資格Bのランキングによってシードする｡なお､併せて平成

21年度(財)日本バドミントン協会大会運営規程第5章第27条～第30条(シー

ドを除く)を適用する｡

浪合複は､平成21年度(財)日本バドミントン協会大会運営規程第5章第26条～

第30条を適用する｡

(3)本大会は特別シード制を適用する｡



13　参加料と

振込方法

(1)各種目とも､一人-種目　　5,000円　　複は一組10,000円

(2)上記の内訳を別紙参加料納入票に記入し､下記口座-7月16日(木)までに

振込むこと｡

金融機関　千葉銀行　四街道支店

口座番号　普通　3592553

口座名　第52回全日本社会人バドミントン選手権大会事務局

14　申込締切日　平成21年7月16日(木)必着のこと｡

なお､郵送(簡易書留が望ましい)､持参以外は受付けない｡

15　申込方法　同封の所定の申込用紙に必要事項を各都道府県協会において記入し､複写を2枚

とり､それぞれ正･副･控として3通に会長印を押印して､都道府県ごとに一括

して申し込むこと｡

16　申込場所　(1)正　〒150-8050　東京都渋谷区神南卜1-1岸記念体育会館

(財)日本バドミントン協会　事務局宛

(2)副　〒284-0041千葉県四街道市上野2 54　石橋康幸気付

第52回全日本社会人バドミントン選手権大会　事務局宛

(3)控　各都道府県で保管のこと0

17　着　　　衣　試合で､色付きの着衣を使用する場合は､ (財)日本バドミントン協会審査合格品

とし､上衣の背面中央に都道府県名又は所属する団体名､チーム名を横30cm､縦15cm

の範囲に明示すること｡なお､日本リーグ､全日本実業団大会及び全日本教職員大会

に使用したものも可とする｡

18　宿　　　泊　別紙宿泊要項による0

19　表　　　彰　(1)優勝者に優勝杯及び(財)日本バドミントン協会金メダルを授与する｡

(2)第2位及び第3位の選手に千葉県バドミントン協会銀､銅メダルを授与する｡

(3)各種目とも､第1位から第3位までの選手に表彰状を授与する｡

20　大会事務局　〒284-0041千葉県四街道市上野254　石橋　康幸気付

第52回全日本社会人バドミントン選手権大会　事務局

電話(043)432-8401　FAX (043)432-8401

21代表者会議　平成21年9月6日(日)　千葉市中央区問屋町1-45　千葉ホ'-トスクエア

及び開会式　代表者会議　16:30-　　　　会場　ホテルデ91/タワー千葉　4階　コンチェルト

開　会　式　17:30-　　　　電話　043-302-1111

(注)各都道府県から､代表者会議､開会式には2名以上必ず出席してくださいo

なお､別紙にて出席者氏名を7月16日(木)までに報告をお願いします｡

22　備　　　考　(1)大会参加に際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､

これ以外の目的に使用することはない｡

(2) (財)日本バドミントン協会環境委員会よりのお願い

① (開催地の)ゴミの分別収集に協力して下さい｡

② (宿泊地の)部屋から出るときは､エアコン､テレビ､ライトのスイッチ

を消して下さい｡

③　マイ歯ブラシを持参して大会に参加して下さい｡

(3)病気､事故に備えて､各自健康保険証をご持参ください｡けが等の場合には

可能な応急処置はしますが､各自の責任に帰することとします｡

(4)厳正を期すため､申込期限､申込方法､宿泊申込について､特に期限等を留意

してください｡

(5)本大会はドーピング検査の対象となりますo

(6)敗者審判をしていただきます｡ (第1種大会であるが特例の措置とする)



第5 2回全日本社会人バドミントン選手権大会

代表者会議･開会式のご案内

1.代表者会議

①　日　時

②　会　場

時　場

菰日会全開①②2

平成21年　9月　6日(日)　16:30-

ホテルグリンタワー千葉　　4F (コンチェルト)

千葉市中央区問屋町1 -4 5　TELO43-302･1111

平成21年　9月　6日(日)　17:30-

ホテルグリンタワー千葉　　4F　(コンチェルト)

千葉市中央区問屋町1 -4 5　TELO43-302-1111

3.代表者会議･開会式には各都道府県代表し､ 2名以上のご出席をお顔い致します｡

出席者につきまして､下記の氏名報告用紙に記入の上､ 7月1 6日(木)までに､

大会事務局まで参加申込みに同封頂き送付をお顔い致します｡同封できない場合

は､ FAXにて連絡をお廉い致します｡

代表者会議･開会式出席者氏名報告書

都道府県名

記載責任者

連　絡　先

代表者会議 丶ｨ檍��

1 �� 

2 �� 

3 �� 

4 �� 

5 �� 



第52回全日本社会人バドミントン選手権大会

各都道府県別､ ｢選手割当て数｣

H20年度)一般登録人数×旦追払

ブロック 儂o. �79;儻ｸﾊykﾂ�H20年度 一般登録者数 偬��ｩ�偃��ｨI9h,I�B�ブロック 儂o. �79;儻ｸﾊykﾂ�H20年度 一般登録者数 偬��ｩ�偃��ｨI9h,I�B�

1 冉ｸ､9;��1 冉ｸ､9;��2,441 田"�6 仗�R�25 仍�79Wｲ�1,88 �#C��

2 �8ﾉfｲ�2 ��)�位r�200 澱��26 ��Xﾞ9Wｲ�4,123 ���B�

3 舒(訷ﾊr�32 湯��27 兌ｨﾌ侈r�2,621 田b�

4 亶ｸ�侈r�1,877 鼎r��28 �=驂xﾊr�926 �#B�

5 做�68ﾊr�172 澱��29 刎�慂�(ﾊr�250 途�

6 伜(ﾆ�ﾊr�212 澱�7 �(hﾙ��30 �+偃hﾊr�391 ����

7 兀�8xﾊr�44 免ﾂ��31 �8xﾚｨﾊr�229 途�

3 亊i8ﾂ�8 ���侈r�793 �#���32 �ｨ�(ﾊr�383 ����

9 �<盈位r�80 �#���33 儘ﾉ8xﾊr�434 免ﾂ�

10 佛�F靆r�507 ��2��34 伜(ﾏｸﾊr�943 �#B�

ll 俥仂ｨﾊr�1,986 鉄��8 俶ﾈﾙ��35 俘��ﾉ�"�1,424 �3b�

12 �8ﾈｹ�72�3,571 涛���36 �;�8xﾊr�448 ��"�

13 ���=��ﾈﾊr�3,231 塔���37 �IU�ﾊr�602 ��b�

14 伜)yﾈﾊr�439 免ﾂ��38 俘)&ﾘﾊr�394 ����

4 冉ｹ�ﾘ里�15 ��hｨ8ﾊr�2,385 田��9 仞8�"�39 兀�ｨﾊr�1,289 �32�

16 �+ynﾈﾊr�526 ��B��40 俚(棹ﾊr�825 �#��

17 儻亥(ﾊr�73 �����41 �+xﾞ位r�362 ����

18 ����ﾈﾊr�1,570 鼎���42 估igｸﾊr�879 �#"�

19 兀�Hﾊr�703 �����43 ��YZｨﾊr�989 �#R�

5 �8ﾈ､2�20 ��8圷ﾊr�683 �����44 亶ｸﾞ位r�171 澱�

21 �I&ﾘﾊr�4,053 ���"��45 俾ﾘ髯8xﾊr�291 唐�

22 倅�Hﾊr�909 �#2��46 �ｹ>ｨﾊr�178 途�

23 弍)Xﾈﾊr�881 �#2�* 丶ｨﾜ9&��47 ��ywHﾊr�2,135 鉄B�

6 仗�R�24 俾�棹ﾊr�33 湯�総合計 劔51,950 �%S�%Yf驀ｲ�



第52回全日本社会人バドミントン選手権大会｢推薦出場者｣名簿

男子シングルス 

1 俚(�盈嬰ﾒ�秋田 

2 �H�9&ﾙnr�東京 

3 �'ﾉ�ｨ�2�北海道 

3 俚)Hﾈﾕ�｢�東京 

5 ���ﾞ(ﾔｹ[ﾒ�東京 

5 亳Y68ﾉ(爾�富山 

5 伜(ﾏｸﾏivﾒ�東京 

5 俾ﾙ�8楮贅�石川 

男子ダブルス 

1 傅ﾈｷｸ�(ﾋ2�東京 
虜部好輝 �8ﾈｹ��

2 兔I{)Wb�富山 
橋本博且 儻亥"�

3 ��ﾈｯi�颱h樞�東京 
仲津悟史 �8ﾈｹ��

3 ��ﾈﾏｸ･ﾘ贅�東京 
川前直樹 �8ﾈｹ��

5 俥)gｸ�8爾�東京 
数野健太 �8ﾈｹ��

5 兀��(�8蔗�熊本 
園田啓悟 估igｲ�

5 �;�gｸﾘ韵r�取鳥 
花本大地 偃i+��

5 冦�68ﾅﾉ{｢�東京 
山口公洋 �8ﾈｹ��

混合ダブルス 

1 兌ﾙ695IoR�富山 
松尾静香 ��Xﾞ2�

2 ��ﾉ��+ﾈ��東京 
田井美幸 �8ﾈｹ��

3 俾ﾙYHﾔHｵ��東京 
金森裕子 �8ﾈｹ��

3 ��Y�ｩu8ｴ��愛知 
服部麻衣 亶ｸ���

5 冦�68ﾅﾉ{｢�東京 
三浦ちひろ �8ﾈｹ��

5 ��ﾈﾏｸ��樞�大阪 
小椋しのぶ 兌ｨﾌ��

5 凭冦�&ﾙ;��北海道 
後藤佳代 冉ｸ､9;��

5 侘9$ｨ諸H��神奈川 
矢田綾 ���=��ﾂ�

女子シングルス 

1 冢ﾉ�ｹnﾈｺy�"�東京 

2 兌ﾘ�(械�宮城 

3 俑�¥ｩWｸﾘ�z"�大阪 

3 倅�I=顏��秋田 

5 舒)�譴�東京 

5 佩9:�Y��広島 

5 亰I$ｩeﾒ�千葉 

5 ��Y68+X,8*��東京 

女子ダブルス 

1 傴ﾉ69tiOﾂ�千葉 
赤尾亜希 ��ywB�

2 傴ﾉOi�8ﾘ��大阪 
今別府晴代 �8ﾈｹ��

3 �?ｩnﾉu(ｯ8ﾕﾒ�広島 
小池温子 儘ﾉ8r�

3 舒)�譴�東京 
広岡まり子 �8ﾈｹ��

5 ���*�*�.��大阪 
三木佑里子 ��Xﾞ2�

5 仞��9ц���秋田 
小森美希 做�62�

5 �:�鯖��ｯ2�熊本 
壇岩令佳 估igｲ�

5 �+y>ｩOﾈﾛ(���宮城 
高橋美紀 亶ｸ���



第52回全日本社会人バドミントン選手権大会

参加料納入棄(正･副)

申込責任者(都道府県理事長)

氏　名

住　所　〒

都道府県名

種目 ��ﾉ�B雕��金額 剩�l 

一般男子単 ��ﾂ�5,000円×名 ��� 

一般女子単 ��ﾂ�5,000円×名 ��� 

一般男子複 从��10,000円×組 ��� 

一般女子複 从��10,000円×組 ��� 

混合複 从��10,000円×組 ��� 

合計 ���

◎振込元金融機関銀行名

振込日　平成21年-月-日

上記のとおり参加料を納入します｡

平成21年-月-日

支店名

都･道･府･県　バドミントン協会

会　長 印

(正)財団法人　日本バドミントン協会あて

(副)第52回全日本社会人バドミントン選手権大会事務局あて



第52回　全日本社会人バドミントン選手権大会　参加申込書

一般男子･シングルスの都

NO 倩�kﾂ�ふりがな �8�984ﾈ984��県名 仂駝��b�備考 

1 �� �� �� 

2 �� �� �� 

3 �� �� �� 

4 �� �� �� 

5 �� �� �� 

6 �� �� �� 

7 �� �� �� 

8 �� �� �� 

9 �� �� �� 

10 �� �� �� 

上記のとおり申込みます｡

平成21年　月　　日

上記の者は　　　都道府県の代表として認定いたしますo

なお､当該選手は(財)日本バドミントン協会会員登録済みです｡

申込責任者(都道府県理事長)

住　所(〒　　　　　　)

印

(正)財団法人　日本バドミントン協会　あて

(副)第52回全日本社会人バドミントン選手権大会事務局　あて



第52回　全日本社会人バドミントン選手権大会　参加申込書

一般女子･シングルスの部

NO 倩�kﾂ�ふりがな �8�984ﾈ92�県名 仂駝��b�備考 

1 �� �� �� 

2 �� �� �� 

3 �� �� �� 

4 �� �� �� 

5 �� �� �� 

6 �� �� �� 

7 �� �� �� 

8 �� �� �� 

9 �� �� �� 

10 �� �� �� 

上記のとおり申込みます｡

平成21年　月　　日

上記の者は　　　都道府県の代表として認定いたします｡

なお､当該選手は(財)日本バドミントン協会会員登録済みです｡

申込責任者(都道府県理事長)

ノ住　所(〒　　　　　　　)

印

(正)財団法人　日本バドミントン協会　あて

(副)第52回全日本社会人バドミントン選手権大会事務局　あて



第52回全日本社会人バドミントン選手権大会参加申込書

一般男子･ダブルスの部

NO 倩�kﾂ�ふりがな �8�984ﾈ92�県名 仂駝��b�備考 

1 �� �� �� 

2 �� �� �� 

3 �� �� �� 

4 �� �� �� 

5 �� �� �� 

6 �� �� �� 

7 �� �� �� 

8 �� �� �� 

9 �� �� �� 

10 �� �� �� 

上記のとおり申込みますo 

平成21年　月　　日

上記の者は　　　都道府県の代表として認定いたします｡

なお､当該選手は(財)日本バドミントン協会会員登録済みです｡

申込責任者(都道府県理事長)

･住　所(〒　　　　　)

印

(正)財団法人　日本バドミントン協会　あて

(副)第52回全日本社会人バドミントン選手権大会事務局　あて



第52回　全日本社会人バドミントン選手権大会　参加申込書

一般女子･ダブルスの部

NO 倩�kﾂ�ふりがな �8�984ﾈ92�県名 仂駝��b�備考 

1 �� �� �� 

2 �� �� �� 

3 �� �� �� 

4 �� �� �� 

5 �� �� �� 

6 �� �� �� 

7 �� �� �� 

8 �� �� �� 

9 �� �� �� 

10 �� �� �� 

上記のとおり申込みます｡

平成21年　月　　日

上記の者は__⊥都道府県の代表として認定いたします｡

なお､当該選手は(財)日本バドミントン協会会員登録済みですo

申込責任者(都道府県理事長)

印

(正)財団法人　日本バドミントン協会　あて

(副)第52回全日本社会人バドミントン選手権大会事務局　あて



第52回全日本社会人バドミントン選手権大会　参加申込書

混合ダブルスの部

※　男子選手名を上に記入のこと

NO 倩�kﾂ�ふりがな �8�984ﾈ92�県名 仂駝��b�備考 

1 �� �� �� 

2 �� �� �� 

3 �� �� �� 

4 �� �� �� 

5 �� �� �� 

6 �� �� �� 

7 �� �� �� 

8 �� �� �� 

9 �� �� �� 

10 �� �� �� 

上記のとおり申込みます｡

平成21年　月　日

上記の者は__⊥都道府県の代表として認定いたします｡

なお､当該選手は(財)日本バドミントン協会会員登録済みです｡

申込責任者(都道府県理事長)

住所(〒　　　　　　　)

印

(正)財団法人　日本バドミントン協会　あて

(副)第52回全日本社会人バドミントン選手権大会事務局　あて



平成21年5月　吉日

触.,d
近畿日本ツーリスト株式会社

千葉教育旅行支店

支店長　田中　通

各都道府県バトミントン協会　出場選手各位

謹啓　　皆様には益々ご清栄のことと心からお慶び申し上げます｡

さて､この度は､第5 2回全日本社会人バトミントン選手権大会-のご出場､おめでとう

ございます｡心よりお祝い申し上げます｡

表記の大会が千葉県千葉市にて開催されることに伴い､ご参加の皆様の､ご宿泊およびお弁

当の手配に関しまして､近畿日本ツーリスト株式会社千葉教育旅行支店がお手伝いさせていた

だくことになりました｡つきましては別紙にてご案内いたしますので､皆様のお申込みを心よ

りお待ち申し上げます｡

皆様の今大会でのご健闘をお祈り申し上げます｡

敬具



第52回　全日本社会人/くトミントン選手権大会

【宿泊･昼食等のお申込について】
1､申込み方法

(1 )申込み用紙に必要事項をご記入のうえ､ knt !近畿日本ツーJJスト㈱千葉教育旅行支店までFAXまたは

郵送にてお申込みください｡

(2)お申込み後の､変更､取消につきましてもFAXまたは郵送にてご連絡ください｡

(3)トラブルの原因になりますので電話でのお申込み･変更.取消は受付いたしません｡

2､宿泊のご案内

(1 )別表の宿泊ホテルリストの中からお選びください｡

(2)表示金額は1泊朝食付きのお一人様あたりの料金です｡ (消費税･サービス料込み)

(3)宿泊期間は平成21年9月6日(日)～平成21年9月10日(木)

(4)2名1圭(ツインJレーム)の利用をご希望の場合は､同室者名もご記入ください｡

(5)ご案内の宿泊ホテルは人数に制限がありますのでお早めにお申込みください｡ (先着順での受付)

3､お弁当のご案内

(1)弁当料金1食につき700円(税込)日替わり弁当+お茶

(2)大会初日(9月7日)分は､事前にお申込みください｡ *組み合わせ決定後の試合会場持込み

(3)9月8日以降につきましては､前日の1 5時までに､ツアーデスクにて受付いたしますので､代金をそえてお

申込みください｡

(4)各体育会館内には､食堂,レストラン施設がほとんどありません｡お弁当のご利用をお薦めいたします｡

(5)弁当引き換え時間は､ 1 1時30分～1 2時30分までといたします｡

4､お申込み締切日　　　平成21年7月21日(火)　までにお願いします｡

5､お支払方法

(1 )ホテル･昼食等の予約確定後に弊社からrご予約確認書｣ (兼請求書)を郵送いたします｡

*予約確定の連絡は8月1 0日頃を目安にお知らせいたします｡

*ホテルのチェックイン.弁当のお引換えはご予約確認書の提示にて対応いたしております｡つきましては

ご入金後の宿泊･弁当引換券等の発送はいたしませんので予めご了乗ください｡また､当日はご予約

確認書を忘れないようご注意ください｡

(2)振込先　先行名:三菱東京UFJ銀行千代田支店　普通口座2560379　名義:キンキニッポンツーリスト(力

(3)振込手数料につきましては､お客様のご負担にてお願いいたします｡

6､取消料のご案内

(1 )ご宿泊の取消料

①試合の結果以外で､お客様のご都合による取消料

取消日時 偬迂�?ｨ,ﾃ�Y?ｨ潔���創始の14日瀞から4朗ほで 冰ｩ��,ﾃ9?ｩ�H*�.s)?ｩ^��宿泊前日 偬迂�9i?ｨ*�.h-�ｩ$(�"�

取消料 冖9{��20% �3�R�50% ����R�

②試合の結果(負けた場合)による取消料

○前日の18時までに取消のお申し出があったとき･日無料

○当日の13時までに取消のお申し出があったとき日暮宿泊料料金の50%

0当日の13時以降となる場合-･･--日日宿泊料料金の100%



③大会期間中の宿泊についての取消･変更については直接ホテルにご連絡ください

(2)お弁当の取消料

大会初日(9月6日)の取消料は､前日から全額になります｡取消､変更の場合は､

9月4日(金)17時までにご連絡ください｡

ご注意:変更及び取消にともなう返金につきましては大会終了後､ 2遵間以内にお客様ご指定の口座へお振込みさせていただきます｡

宿泊先リスト(表示金額はお一人様あたりの料金です)

ホテル名 兀H夊5�487b�記号 ��I�{���朝食 儖Xﾖﾉy2�

ホテルグリーンタワー千葉 �5h984�8ｲ�A 途ﾃ���冷�付 仍��ﾉ�����(h匣踊岑詹6ｹ^���ZｪH8(6ﾘ8ﾈ�ｸ8ｸ�9o�����y6ｹ^�瓜ｪD･)�ywH-ﾘ,�,h遥6ｹ^��YZ｢����-ﾘ,�,io8*�.x5h886x8ｴｧH5�*�.��7ﾈ�ｸ6x4�8ｨ�ｸ6���ﾙ[��ﾘ7ｨ6X8ｲ����倬cC�I��D�苓�｢�

ツイン �"�6.900円 儻B�

ホテルニューツカモト �5h984�8ｲ�C 迭纉��冷�付 櫨(ｹ頷rb�8$ｨ8ﾈ�ｸ8ｹ�ywH-ﾘ,�,h𠘑6ｹ^��Z｢���)8銈C#��H-ﾈ,Yk9{��i(Y4yuﾉ-餮8�(�｢�&陋､(蘒H,ﾈ+ﾘ-�I{ﾉ�X*ｸ+9�xﾌ�*�.��

ツイン 韮�5,500円 儻B�

ホテルサンシティ千葉 �5h984�8ｲ�E 迭纉��冷�付 櫨(ｺﾒ雹��ﾉ�ｲ�8(8ｸ�ｸ8ｹ�ywH遥6ｹ^��Z｢���(訷ﾔ3�I����励���H-ﾈ,Y�i(Xｧﾉuﾉo�W8�(�｢�zy�ﾄ(詹�ｨ,ﾈ+ﾘ-�I{ﾉ�X*ｸ+9�xﾌ�*�.��

ツイン 巴�4.500円 儻B�

バーディーホテル千葉 �5h984�8ｲ�G 澱ﾃ���冷�付 櫨(ｺﾒ雹��ﾈ��8(6ﾘ8ﾈ�ｸ8ｹ�ywIo96ｹ^��Z｢��ﾈ棈ｺｳ�I��SsX励���H-ﾈ,Y�h�h稗騏ﾉo�W8�(�｢�zxﾈ���hﾇｨ,ﾈ+ﾘ-�I{ﾉ�X*ｸ+9�xﾌ�*�B��

千葉パールホテル �5h984�8ｲ�H 澱ﾃ���"�付 仍��ﾉ�ｹ�x�(h匣煇岑鋹6ｹ^��Z｢����h馼�ｳ�I���S�励�)�H-ﾈ,Y�h��靖uﾉo�W8�(�｢�ﾘﾅIzy�ﾄ(ｹﾙD�,ﾈ+ﾘ-�I{ﾉ�X*ｸ+9�xﾌ�*�.��

【交通のご案内】

スポーツセンタ十駅

i51 39

⊂E 千葉県体育館

yL-k働
千葉公園駅

市役所前駅

徒歩1扮

<　　　>

牛歩紛
⊂=E

(彰千葉公園体育館

②千葉ポートアリーナ

②ホテルグリーンタワー千葉

③ホテルニューツカモト

④ホテルサンシティ千葉

⑤バーディーホテル千葉

⑥千葉パールホテル(京成千葉中央駅)



第52回全日本社会人バドミントン選手権大会【宿泊･弁当申込書】

都道府県名 ��フリガナ ��

申込代表者 ��

確認書送付先 (勤務先.自宅) �)｢�

連絡先 く勤務先.自宅) 疋Tﾂ�播���

携帯電話 ��

*　申込時において､やむをえず個人またはチーム単位となる場合は､必ず県名･個人/チーム名を明記してください｡

【盾泊申込書】お申込日年月日 

No. �7H8ｨ4ｸ6����kﾂ�性別 兀H夊5�487b�記号 偬迂�ｯ9eﾒ�剴� 剩�l(同室希望等 ご記入下さい) 
6日(日) 土?｢以竰�8日(火) 等?ｨ*ﾙ�R��ー0日く木) 

例 �6�7�486X8ﾘ4R��ywBﾙ���男 �5h984�8ｲ�A ��� ��ｲ�○ ��� 

1 �� �� �� �� �� 

2 �� �� �� �� �� 

3 �� �� �� �� �� 

4 �� �� �� �� �� 

5 �� �� �� �� �� 

6 �� �� �� �� �� 

7 �� �� �� �� �� 

8 �� �� �� �� �� 

【ご要望など】 

※宿泊希望日や弁当の有 劔k8,�,(*ｸ-ﾈ+X,H�ｸ�8,X+(ｴﾉ?ﾈ岑+8*"��

※お名前には必ずフリガナをご記入ください｡
※8名を超えるお申込みの場合は予め本紙をコピ-してご便用くださいo

F慧冨('B), I '2日目等笹~デTL:-TL*73-hif='さLllo ^if,B票.呈1 5警TfTi'司
*ご希望の受取場所に○印をつけてください｡

【監禁鞘口座]!芸子帥すがtIli=荒ST-:蓋,円糊暮糊tBGg㌫諾7..t､ただけ柵､サ･

◎申込先･間合先　【申込締切日:7月21日(火)】　*お申込はFAXまたは郵送にてお雇いします

+　浪行手配のために必事な範囲内での運送･宿泊棟的等への1人什報の捷供等について同意のうえ､申込みをいたします｡

+　当社の七人什報保証への放牧にBBする方針については､当社ホームページ(http://W仰山ntcojp/)でご穂竜ください｡


