
平成22年4月吉日

関係各位　殿

第3回全国社会人クラブバドミントン大会(個人戦)

開催要項のご案内について

春暖の候､平素は､格別のご支援､ご協力をいただき､厚くお礼申し上げます｡

さて､今年度､第3回全国社会人クラブバドミントン大会(個人戦)を石川

県金沢市で別紙にて開催することになりました｡

つきましては､参加関係資料を同封いたしますのでご参加の程宜しく

お願い申し上げます｡

記

【添付資料一覧1

1.大会要項　　　　　　　　　　　1部2枚

2.参加申込　　　　　フォーマット　1部

3.会場パンフレット　　　　　　　　1部



第3回全国社会人クラブバドミントン大会(個人戦)実施要項

1.主　催　　全日本社会人クラブバドミントン連盟

2･主　管　石川県バドミントン協会　石川県社会人バドミントン連盟

3･後　援　(財)日本バドミントン協会　金沢市バドミントン協会

北国新聞社　　テレビ金沢

4.協　賛　(秩)ゴーセン　　ヨネックス(樵)

5･期　日　　平成22年6月12日(土)　9時00分　受付　9時30分　開会式

10時00分　競技開始

平成22年6月13日(日)　9時00分　競技開始

6.会　場　　いしかわ総合スポーツセンター

〒920･0355　　金沢市稚日野町北222番地TEL　076･268-2222

7.種　目　　(1)一般男子　単･複

(2)一般女子　単･複

(3) 30歳以上男子　単･複

(4) 35歳以上男子　単･複

(5) 40歳以上男子　単･複

(6) 45歳以上男子　単･複

(7) 50歳以上男子　単･複

(8) 55歳以上男子　単･複

(9) 60歳以上男子　単･複

(ll) 30歳以上女子　複

(12) 35歳以上女子　複

(13) 40歳以上女子　複

(14) 45歳以上女子　複

(15) 50歳以上女子　複

(1 6)一般混合複

(1 7)合算70歳以上混合複

(1 8)合算80歳以上混合複

(1 9)合算90歳以上浪合複

(10) 65歳以上男子　単･複

*但し､年齢計算は平成22年4月1日現在の満年齢とする｡

8･参加資格　①平成22年度(財)日本バドミントン協会に登録済の一般社会人限る

(但し､実業団連盟､レディース連盟､教職員連盟に登録した者は除く)

②当大会の前年度優勝者･準優勝者は推薦枠とし(参加制限枠外とする)

9･参加制限　①各都道府県とも､各種目2名及び2組までとする｡主管県はこの限りで

はない

②一人2種目までとするoただし､単と混合複はかねられないo

③複のパートナーは同一都道府県の者に限る｡

④平成22年度全日本教職員選手権大会に出場を予定する者は出場できない｡

1 0･競技規則　平成22年度(財)日本バドミントン協会競技規則並びに大会運営規程

公認審判委員規程による｡但し､参加者多数の場合には､ポイント制限

を行う事もあります｡

1 1･使用シャトル　平成22年度(財)日本バドミントン協会第1種検定合格球を使用

1 2･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｡



13･参加料　一人1種目につき　単3,500円､複は一組　7,000円

但し､全日本社会人クラブ連盟に未加盟の都道府県は単4,000円･複8,000

円とする｡

1 4.申込方法　①各都道府県社会人クラブ連盟または各都道府県協会で取りまとめて

問合せ先　　所定の申込入力フォーマットに必ず入力のうえ下記の事務局まで､

印刷された用紙を郵送で申し込む事｡

申込入力フォーマットは｢全日本社会人クラブバドミントン連盟｣の

ホームページからもダウンロードできます｡

②申し込み先　　〒921･8064　石川県金沢市八日市1-1 6 7

幸　田　　正　吉　気付

第3回全国社会人クラブバドミントン大会競技事務局　宛

TEL ･FAX O76･241･3430　携帯電話09013762･6144

③参加料振込み先　　申込期限までに下記口座に振り込みの事

振込み先　　みずほ銀行　　金沢支店

口座番号　　普通預金1112465

口座名　　　石川県社会人バドミントン連盟

15.申込期限　　平成22年4月26日(月)必着とする｡

16.表　　彰　　各種目とも､ 1位から3位までを表彰｡

1 7･その他　*個人情報の取り扱いについて､本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であり､これ以外の目的に利用する

ことはありません｡

*組合せはは主管連盟競技委員会に一任のこととする｡

*申し込み後の取り消し､メンバー変更は認めません｡参加料は返金致し

ません｡

*主審は主管にて行い､線審については敗者審判とします｡

*競技中の服装は色つき着衣については(財)日本バドミントン協会

審査合格品とする｡また､背面には必ずクラブ名と都道府県名の

両方の表示を刷ること｡なお個人での登録者はクラブ名のかわりに個人

名を表示する｡　ヨコ30cmxタテ15cm

[例]

*競技中の事故について応急処置はしますが､主催者はその責任を負いま

せん｡但し､選手は傷害保険に全員加入します｡

*本大会の詳細･連絡等を｢全日本社会人クラブバドミントン連盟｣の

ホームページに随時掲載していきます｡

http ://www.hellonet.or.jp/～ hisato/msbgindex.htm



第3回全国社会人クラブバドミントン大会(個人戦)参加資格枠外)
･=≡ 冲H��剌�優勝 

一般男子.早 凛y:��8ﾕr�剄ｉｪ聖 
(京都.原谷バドミントン村) 剪飴�72靈I$ｨ6�6�7�986x99�｢��

30歳以上男子.早 ����ﾈﾉ8謦�剌ｼ本俊一 
(愛矢口.はり-あっぷ) 剪闇�F粨-ﾘ,x.育84�8�7R��

35歳以上男子.早 俘(皐椹nr�剪∮c真基 
(兵庫.三木シャトル) 剪��Xﾞ2�')684�8�7R��

40歳以上男子.早 冦��ｨﾔb�剴｡原光雄 
(京都.原谷バドミントン村) 剪閏ｨﾌ帝>�x4�8�7R��

45歳以上男子.早 �>ﾙgｹ+ﾈ��剴n辺勝浩 
(大阪.豊中クラブ) 剪�<盈り4�8ｨ6(7h6�6�6��ｸ8���

50歳以上男子.早 冢ﾉg�ｮﾈﾔｲ�剄ｲ藤一郎 
(大阪.SOB) 剪�ｨ�"蒄4$2��

55歳以上男子.早 �H�uIu��剋R本清二 
(静岡.富士胃クラブ) 剪飴�72餾�-�4�8�7R��

60歳以上男子.早 从ﾙOh�(��剌ｼ浪新治 
(兵厘.ADVANCE) 剪��Xﾞ2�4$2��

65歳以上男子.早 ���$ｨｶ�k��刹v保川正啓 
(大阪.九中クラブ) 剪��Xﾞ5�4�8�7R��

一般男子.複 �ｩ68��剋R本慎~- 多谷公志 劔,968ﾕxﾔｲ�
(大阪.WhiteAngel) 剪飴�72萪ﾔ4Уﾔ�4�ﾂ��

(大阪.飛】明釜) 剪�

30歳以上男子.複 �6闔)���剋ｪ田圭一 石川兼司 劍�9�ﾉ+ﾈ��
(翌矢口.クリーンクラフ) 剪フTfﾈﾗ)�ﾂ�7h8ｨ8h�ｸ5�8ｲ��
(整矢口.はLJ-あつぶ) 剪�

35歳以上男子.檀 俘(皐椹nr�剞�苳ш� 長井純一郎 劍�(岔�9+ﾂ�
(兵庫.三木シャトル) 剪�7ｹjR�$TE&ﾄ#��竰�

(兵庫.シャトル) 剪�

40歳以上男子.複 �ｩgｹ4鞋b�剞�k敏也 松原伸幸 劔:�ﾋHﾏYu��
(京都.J泉谷′ヽドミントン村) 剪閏ｨﾌ貞7W�W$&�&B��

(兵庫.難波クラフ) 

45歳以上男子.複 ��+��9Oﾂ�剴嵂{直樹 江口武志 劍ﾛ)nﾈｹﾒ�
(兵庫.フルーシャトル) 剪��Xﾞ2馘ﾉ(h4�8�7B��
(兵庫.NANASEAZ) 剪��Xﾞ2�4$2��

50歳以上男子.複 俘(��H��2�刳�ｽ広幸 近藤修弘 劍�nﾈﾔｹWb�
(京都.乙訓クラフ) 剪��Xﾞ2餔(訷蝿ﾇﾂ��
(京都.BWAYクラフ) 剪�

55歳以上男子.複 �69�ｨ諸&｢�剞ｼ島和彦 中村一弘 劍皐�uI�ﾒ�
(和名訳Lu.Jewel) 剪��8ｭR餮域ﾙ<�4�8�7B��

60歳以上男子.複 冢ﾉ�ｩH靼��剞｣戸正康 浅井知正 劔��69tB�
(変矢口.RSノナ力) 剪掩�愬Z2驂sｹ��4�8�7B��

(愛矢口.Jて-フルBP) 剪掩�慂�"荐WvVﾂ��

65歳以上男子.複 兌ﾘｮ)[iu��剞�｣信治 栗須昌三 劍�)�ﾈﾔ�｢�
(空実口.横井′ヽドミントン) 剪袷9n靠ｲ蒿���､��4�8�7B��
(翌矢口.良 噸｢�プ毎シャトノレ) 宙ｿ8��ﾏｲ�,ﾘ.ぺ*�,(-B��

裏面有り



第3回全国社会人クラブ′(ドミントン大会(個人戦)参加資格枠外)

種目 冲H��傀�tH��

一般女子.早 仆HｶﾈｷiOﾂ�冦��ｩ�����
(大阪.Yクラブ) �(京都.原谷バドミントン村) 

一般女子.複 ���68躡=��價�ﾞ疫H���前田芳奈 剔嵩續�K 
(/'宏箕.フ)レ-レイク) �(天Lk.WhjteAngel) 

(大阪.飛 俤ﾈﾇﾂ�� 

30歳以上女子.複 唸ﾖ�uIOﾂ���伜)wｨ���堤紘末 剴�ｺ真紀 
(栗丘.WⅠNJ �(和歌uJ.Jewel) 

35歳以上女子.複 �'(�9h��2�仂ｩm淫ﾉU8ﾘr�
･木村和美 剳x田佳美 

京都.J泉谷Jヽ卜ミントン村) �(望矢口.RHBT) 
(兵庫.シャトル) � 

40歳以上女子.複 佻ﾈ�y)k靂��伜(岑ﾆ)Oﾈ���谷川佐由里 刳ﾝ本雅也 
(兵庫.VolanoJ �(大阪.和うモクラフ) 

(兵庫.重任;lFクラフ) 

45歳以上女子.複 丶��ｩ��Oﾂ�假�鯖�ﾉOﾂ�湯村明美 剪�ｺ裕子 
(兵一事.北伸クラフ) �(石川.かほく高松クラフ) 
(兵庫.あじさい) �(石川.フアンシャトルズ) 

50歳以上女子.複 �7�雍ﾉjH���倅�69��.�-ﾘ���森田須賀子 剞ﾄ藤敬意 
(大阪.GANBAROJ �(望矢口. 俔ﾈ*H��箕クラフ) 

(京都tBWAYクラブ) � 

一般混合複 亶ｹ695Ik���ｩ68��渡部沙織 剴｡井梓 
(大阪.WhiteAngel) �(大阪.WhiteAngel) 

(大阪.Z:1かよし′てワース~) � 

合算70歳以上混合複 倅�HﾔｹWb�俑��)uI^2�山本典子 剴�{留美 
(岡Lu.児島KⅠDSJ �(島根t嶋本医院) 

(弄□歌山.Jewel) 

合算80歳以上混合複 �(i�ｨ耳ﾔ��亶ｹ$ｨｶ�ﾕ��森由樹 剪�ｺ裕子 
(木口名訳LU.Jewel) �(石川.飛手羽芸) 

(石川.フアンシャトルズ) 

合算90歳以上混合複 傅ﾈ葎ﾔ�b��$ｩ:����角美智子 剌纈ﾒ道代 
広島.天乏BC) �(大阪.重心クラフ) 

(大阪.HANEクラブ) 


