
平成22年6月昔日

各都道府県バドミントン協会･　各位

第1回　全国ねんりんバドミントン丈流大会･
ふれあい福島2010開催について

福島県バドミント

会　長　　青　田

謹啓　初夏の候､音協会ますますご清祥のこととお喜び申し上げます｡

平素は､当協会に対しまして格別のご丈扱ご協力を賜りまして我にありがたく深くお礼申し

上げます｡

さて､この度､福島県において平成14年スタートしました､全国健康福祉祭うつくしま

ねんりんピック2002ふれあいバドミントン丈流大会が正式種目に採用されるよう(財)日本

バドミントン協会の丈級をいただき､早期に正式種目となるよう夢と希望を抱きながら開催県

のご協力をいただき､今日まで第8回大倉を重ねタスキを繋いでまいりましたが残念ながら

バドミントン麓抜､今年度中止と成ってしまいました｡

この事から福島県に於いて､第1回　全国ねんりんバドミントン丈流大会ふれあい福島2010

と名称を最新しまして本大会を開催いたします｡

どうか多数の瞥棟が､ ｢健康で生きがいのある人生｣を願い求め､多くの方々との親睦を深め

心豊かなふれあいと､良い想い出でを沢山お待ち帰恒､ただきたいと存じますo

近年､生涯スポーツとして高齢者に対し国をあげて推奨され､人口も上昇しておりますバド

ミントンを通じ明るく健康で楽しい人生を過ごすことができるよう､各関係各位のご協力を賜

りたいと存じます｡

どうか､本大会が成功裡に終了できますよう瞥後方のお力添えをいただき､ご協力をお願い

申し上げここに謹んで､本大会のご案内を申し上げます｡

《関係書類を以下の通り送付いたします｡　》

1大会･開催について

2　大会貴･項について

3　参か申込書について

4　選手変更届等について

5　参加中込料送付明細書について

6　プログラム原稿依頼のお願いについて

7　大会会場のご案内図について

8　レセプションのご寮内について

9　宿泊申込書について

10　弁当斡旋申込書について



平成22年6月吉日

各　都連府県バドミントン協会　様

主　主　後1　　2　　3 催　管援

第1回　全国ねんりんバドミントン交流大会

ふれあい福島　2010　開催要項

芸豊県ノごミニ卜街

福島県バドミントン協会

福島県シニアバドミントン連盟･福島県レディースバドミントン連盟･県中バドミントン協会

財団法人日本バドミントン協会

福島県･福島県教育委員会･福島県体育協会

郡山市･郡山市教育費具合･郡山市体育協会

ヨネックス(秩)･(秩)ゴーセン･ミズノ(秩)･モアジャパン(秩)･兼松繊維(秩)･(秩)薫風

(秩)ダンロップ･アメアスポーツジャパン(秩)･福島民報社･福島民友新聞社

ゼビオ(秩)･清聴山倶楽部･大塚製薬(秩).(財)コンベンションビューロー

4　期　　　日　平成22年10月26日(火)へ27日(水)

1.受付　　10月26日(火)　　　8:30

2.監督合議10月26日(火)　　　9:00

3.開会式　10月26日(火)　　　9:30

4.試合開始10月26日(火)　10::00　　予選リーグ戦

10月27日(求)　　　9:00　　決勝トーナメント戦

5.閉会式　10月27日(求)　　試合終了後

5　会　　　場　郡山総合体育館

〒963-8016　郡山市豊田町3-10　　　電話　02∠卜934-1500

6　種　　　目　LT) 60歳の部男子60歳以上複･女子60歳以上複160歳以1混合

②　65歳の部男子65歳以上複･女子65歳以上複･65歳以1混合

③　70歳の部男子70歳以上複･女子70歳以上複･70歳以上混合

④　75歳の部男子75歳以上複･女子75歳以上複･75歳以上混合

*参加数については､各種目制限いたしません｡

7　競扱規則　平成22年度(財)日本バドミントン協会競技規則､同大会運営規定及び公認審判員規程

による｡

8　競技方法1.試合は､ブロック別リーグ戦後､決勝卜-ナメント戦を行い3位決定戦は行わない0

2.試合は､男子･女子弓毘合の順で行います｡

3.試合は､同一選手が煮ねて出場でき+i､い0

9　団体編成1.チームは､監督(1名)･選手(4名)とし､コーチ･マネ-ジャーを置にとができる0

2.監督･コ-チ･マネージャ-は､選手を兼ねる享ができる｡その場合､選手欄/-＼氏名を

記載すること｡

10　使用器具　平成22牛皮(財)日本バドミントン協会検定合格用器具及び検定合格水鳥球をイ吏用する｡

日　参か資格　出場種目の年齢は､大会前日(平成22年10月25Ej)までの年齢以上の者とするo



12　組　合　せ　主催側一任とする｡

13　参　加　料1チーム　20,000円(監督･補欠含む8名まで､監督は選手を兼ねる草ができる)

14　参加料の　郡山駅前郵便局

撮　込　先　口座番号　02200-5-109309　口座名称　全国ねんE)んバドミントン交流大会

15　申込期日　平成22年9月1日(求)必着の事

16　申込場所　第1回　全国ねんりんバドミントン交流大会

実行委員会事務局

〒963-8862　福島県郡山市果敢　4-13-3

増　子ト　キ　気付　　　電話024-922-9646　FAX 024-922-9646

17　表　　　彰　優勝　2位　3位(骨品･昔状授与)

18　代表者合議　郡山総合体育館　10月26日(火)　9:00

19　宿　　　泊　清稜山倶楽部(試合会場及び宿泊場所から送迎無料バス運行します｡)

〒　963-1309郡山市熱海町五丁目18番地　電話024-984-2811 FAX 024-984-2530

-泊朝食付き(お1人様　5,500円)相部屋となります｡

20　レセプション　　同上

お1人様　5,000円(クジ引き抽選会行います｡ )

21連　絡　先　第1回　全国ねんりんバドミントン交流大金

実行委員会事務局

〒963-8862　福島県郡山市菜根　4-1313

増　子ト　キ　気付　　　電話024-922-9646　FAXO241922-9646

22　そ　の　他1.競披時の疾病･負傷などの応急処置は主催側で行います｡それ以タトについては各人

の責任で行ってください｡

2.試合時の服装は､ (財)日本バドミントン協会審査合格品とする｡尚､背面へ都連府県名

又は､クラブ名を表示して下さい｡

3.大会参加中主と後､出場を取り消されても参加料の返金はLません.

4.大会参加に関する個人情報は本大会のみ利用､他の目的に使用しません｡



第1回　全･国ねんりんバドミントン丈流大会
ふれあい福島　2010

【参か　申　込書】

都逢府県名 ��監督 ��

チーム名 ��コーチ ��

代表者 ��マネージャー ��

≪選手登録≫　　(*　氏名の上部へ､フリガナを免載してください｡ )

男子 � 傚x���

1 倩�kﾂ� ���氏名 ��

生年月日 ����iD霾�?｢� 

2 倩�kﾂ� �"�氏名 ��

生年月日 ����iD霾�?｢� 

3 倩�kﾂ� �2�氏名 ��

生年月日 ����iD霾�?｢� 

4 倩�kﾂ� 釘�氏名 ��

生年月日 ����iD霾�?｢� 

*　参か申込書に記載された個人情親は､参か資格の審査及び大金運営に係る場合のみ使用
し､目的他に利用することはありません｡

≪連絡鬼青徒者≫

T

住　　　所 TEL

*　見入上の注意

1.連絡首位者の連絡先は､確実に連絡の可能な密告各号等を見或してください｡

2.監督･コーチ･マネージャーは､選手として重複している場合でも克載してください｡

上記の通り申し込みます｡

平成22年　　　月　　　　日

(都逢府県協会)

上記チームは､

申込者任者 秤

都道府県代表として認定します｡

バドミントン協会　会長　　　　　　　　　　　　　　印



第1回　全国ねんりんバドミントンえ流大金･

ふれあい福島　2010

【選手･監督･コーチ･マネージャー登録変更届】

都道府県名 ��

チーム名 ��

代表者 ��

T 

住所 

氏名電藷 

《監督･コーチ･マネ-ジャ-登録変更届　》　　* (氏名の上部に､フリガナを免或してくださいo

変更前 兔�夷2�

監督- �� 

コーチ �� 

マネージャー �� 

《選手登録変更届　》　　* (氏名の上部に､7.)ガナを記載してくださいo )

変更前 � 兔�夷2�

1 倩�kﾂ� ��ｲ�氏名 ��

生年月日 傴ｩ��D霾�?｢���iD霾�?｢�昭和年月日 

2 倩�kﾂ� ��ｲ�氏名 ��

生年月日 傴ｩ��D霾�?｢���iD霾�?｢�昭和年月日 

3 倩�kﾂ� ��ｲ�氏名 ��

生年月日 傴ｩ��D霾�?｢���iD霾�?｢�昭和年月日 

4 倩�kﾂ� ��ｲ�氏名 ��

生年月日 傴ｩ��D霾�?｢���iD霾�?｢�昭和年月日 

汰)  1.変更届は､監督金蔵の開始時前までに挽出してください0

2.監督金蔵､以後の変更は認めません｡



第1回　全国ねんりんバドミントン交流大倉

ふれあい福島　2010

【参加料振込について】

1,都道府県名:

2.参　加　料:

3.内　　　　を

4.参加料振込免

5.参加料振込免

6.中込首位者

参か申込数

@20,000　×　　　　チーム　-　　　　　　　　円

振生見
口座各号

口　座名

郵便局名

振込　日

氏　　名

電藷各号

携帯各号

郡山駅前郵便局

02200-5-109309

全･国ねんりんバドミントン変温大会

平成22年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

注)　　連絡が可能な電藷各号(携帯)を乾載してください｡

上記のとおり､参加料を送付します｡

第1回　全国ねんりんバドミントン丈汲大会ふれあい福島　2010

事務局　　御中

都道府県名 バドミントン協会　会長 印



平成22年6月昔日

各都道府県　　各位

第1回　全国わんりんバドミントンえ流大金
ふれあい福島　2010

【プログラム原鵜の作成依頼及び忠義上のお願いについて】

(チーム紹介)

謹啓　時下､益々ご清祥のこととお慶び申し上げます｡

本大会の参かいただきました都逢府県棟へのお願い｡
つきましては､プログラムへチーム紹介を記載させていただき多くの皆さんと､親睦の袷を

広め良い思い出を沢山お持ち帰りいただきたいと準備を進めている入るところでございます

ので､ご協力をお願い申し上げます｡

つきましては､記入上の注意事項を熟親し原稿の作成および提出をお願い申し上げます｡

尚､プログラム作成に時間を婁しますので､期日厳守で提出をお願いします｡

《言己戴上の注意　》

1.申し込み首位者は､包蔵内容が確認できる担当者の連絡免を鑑或してください｡

2.本大会出場の抱負およびチーム紹介は､

(1)チームの特徴

(2)期待される遺子　(過去の成績等)

(3)その他についての事柄を含めるようにして下さい｡

1　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　10　11 12　13　14　15　16　17　18　19　20

3.原稿は､ 200字以内でお願いします｡

4.経由期限

平成22年9月1日(求)　期限厳守でお願いします｡

都遺府県名 �6��ｸ8�kﾂ�青任者名 ��

TEL ��

FAX ��



平成22年6月昔日

各部遺府県各位

第1回全国ねんりんバドミントン支流大会
ふれあい福島2010

レセプション開催のご案内

福島県バドミントン協各

会　長　　青田邦男

謹啓

初夏の候､酔敵方には､益々ご清祥のこととお喜び申し上げます｡

平素は当協会への､格別のご高配を賜りまして､厚くお礼中′し上げます｡
つきましては､第1回全国ねんりんバドミントン交流大会ふれあい福島2010を来る

10月26 E卜27日の2日間､福島県郡山市において開催を致します｡

本大会の成功に向け､現在役員一同準備を進めているところであります｡

また､本大会開会にあたり､下記によりささやかではありますが､レセプションを催し

遺子･役員各位の交流と親睦を図るため歓艶アトラクションや豪華な景品が当たるお楽

しみ抽亀倉を行いますので､ご参加ヰお待ちしております｡

謹言

党

1.日　　時

2.時　　間

3.場　所

4.参加費

5.線主と免

6.口座各号

平成22年10月26日(火)

18 : 00-201. 30

清猿山倶楽部

郡山市熱海町熱海五丁目1 8番地　℡　0241984-2811

お一人橡　5, 000円

郡山駄繭郵便局

02200-5-109309

7.口座名　全国ねんりんバドミントン史流大会

8.参か申込者　事象鋸こ送付廠います｡ (FAXでの連絡不可)

･ ･ ･ ･ ･ -　-　- ･ ･ ･ ･切り取り線　- ･ ･ ･ - ･ ･ ･ ･ ･ - ･

1.都遺府県名

2.参力嘩ト　　　　5, (X氾円　×　　　　(人劫

氏名 ��氏名 

1 ��6 ��

2 ��7 ��

3 ��8 ��

4 ��9 ��

5 ��10 ��


