
平成2　3年　2月吉日

関　　係　　者　　各　　位

仙台市バドミントン協会

会長　　菅　原　敏　秋

仙　台　七　夕　杯

第1 2回東日本オープンシニアバドミントン大会
及び

ヨネックス･トリプルスバドミントン仙台大会のご案内

日頃から､当協会の諸事業にご理解をいただき深く感謝致しております｡
さて､今年度も全国のバドミントン愛好者をお迎えし第1 2回大会を開催致す運びとなりました､又今

年度は仙台市体育施設で大きい2会場が確保出来ましたので新種目トリプルス大会も開催いたします｡今
年度は11月に全日本シニア大会も当地にて開催されます｡是非､全国に誇る真夏の祭典の観光とバドミン
トンを楽しんで戴きたくご案内を申し上げますと共に皆様のご参加をお待ち致しております｡

1･大　会　名　仙台七夕杯　第12回東日本オープンシニアバドミントン大会

2･主　　　催

3･後　　　援

4･期　　　日

5･会　　　場

及び

種　　　目

ヨネックス･トリプルスバドミントン仙台大会

仙台市バドミントン協会

仙台市･仙台市体育協会･宮城県バドミントン協会･ヨネックス株式会社一申請中

平成23年　8月　6 ･ 7日(土･日)

仙台市体育館(第1会場) -メイン14コート･サブ4コート

仙台市太白区富沢1丁目4-1　TEL　022-244-1111

★男子50才以上複★女子50才以上複★50才以上混合複

★男子55才以上複★女子55才以上複★55才以上混合複

★男子60才以上複★女子60才以上複★60才以上混合複

★男子65才以上複★女子65才以上複

★男子70才以上複★女子70才以上複

☆男子50才以上トリプルス　　　☆女子50才以上トリプルス

☆男子60才以上トリプルス　　　☆女子6 0才以上トリプルス

仙台市宮城野体育館(第2会場) -メイン10コート･サブ6コート

仙台市宮城野区新田東4-1-1　TEL　022-231-1221

★男子30才以上複★女子30才以上複★35才以上混合複

★男子40才以上複★女子40才以上複

★男子45才以上複★女子45才以上複★45才以上混合複

☆男子30才以上トリプルス　　　☆女子30才以上トリプルス

☆男子40才以上トリプルス　　　☆女子40才以上トリプルス

*今年は新たにトリプルスの大会を設けました｡一人2種目(ダブルスとトリプルス)の出場が

可能です｡また､各種目参加数が5組未満の場合､上の種目-の出場と致します｡

年令起算日は平成23年　4月　2日とします

6 ･競技規則　平成23年度(財)日本ハ寸ドミントン協会競技規則及び大会運営規定にて行いますが､

参加数によりポイント制限を設ける場合もあります

尚､トリプルスのルールは日本バドミントン専門店会㈱のホームページを参照下

さるか､全国専門店会加盟店にお尋ね下さい｡ (ダブルスのルールにリベロが1人

入り､ 1ゲームごとにリベロが代わると言うルールです)



7 ･参加資格　平成23年度(財)日本バドミントン協会登録会員及び当協会が認めた者

1人ダブルス1種目､トリプルス1種目と致します

8 ･使用シャトル　　日本バドミントン協会一種検定球　ヨネックス･ニューオフィシャル

日本バドミントン協会一種検定球　FD-GX

9･競技方法　　8月　6日(土) AMll :00　開始式後ダブルスのブロック別リーグ戦を行い､

その後トリプルスの試合を1試合行います

(開始時間に間に合わない場合はご一報を)

7日(冒) AM　8 :00　開館

AM　8:30*ダブルスは各ブロック1位が1部･2位が2部･

3位が3部の各トーナメント戦とします

*トリプルスは初日･勝ち組が1部トーナメント

負け組みが2部トーナメントとします

*ダブルス部は3回以上の試合(初日リーク寸戦(2試合)･2日目上ナメント戦)

*トリプルス部は2回以上の試合(初日予選-2日目勝者1部･敗者2部のトサメント戦)が出来ます

10･参　加　料　　*ダブルス　1人　4, 000円　(大会参加記念品あり)

*トリプルス　1人　1, 000円　(大会参加記念品あり)

ll ･申込方法　　*別紙申込書に必要事項を記入し,大会事務局に郵送又はFAXにて申込むこと

申込確認をリファックス又は電話にて致します｡又､メールで申込みご希望の方は

申込書をリメールしますので事務局にお知らせください

*申込みが確認されましたら､参加料の郵便振込みをお願い致します

(参加料振込みをもって受付と致します)

*トリプルスのパートナーが見つからない場合は1人でも申込みください｡

但し､パートナーは主催者一任とさせていただきます

振込先　郵便振替にて　02270-1-45566

東日本オープンシニアバドミントン大会事務局

12･申込締切

13･組　合　せ

14･表　　　彰

平成23年　7月　9日(土)迄必着のこと

主催者一任(前回の成績及び都道府県･市町村等を考慮して決めます)

ダブルスの部は各種目の優勝および1部の準優勝･第3位に賞状　賞品

又､ 2 ･ 3部の準優勝･第3位に賞状(参加数で変更有)

トリプルスは1部･ 2部とも優勝･準優勝･第3位

賞状及びヨネックスからの副賞があります(参加数で変更有)

各種目別競技終了後　表彰式

15･交通･宿泊　今年度もびゅうプラザ仙台の協力を頂きパックをご用意いたしました｡

どうぞご利用下さい｡詳しくは別紙｢宿泊･交通のご案内｣をご覧下

さい､多数のご参加をお待ちしております

16･事　務　局　〒981-1102　仙台市太白区袋原6-25-14　古橋　政紀　気付

(問合せ先) 仙台市バドミントン協会事務局　宛

TEL　022-241-5530　FAX　022-241-5831

メールアドレス　　furuO325@ruby. ocn. ne. jp

勤務先(R･S広瀬) 022-265-0778　携帯　090-1066-2651

17･そ　の　他　①ゼッケンを付けること(背面に都道府県名､所属を示すもの)

チーム名
県　名

氏　名

県　名

チーム名

②レクレーション保険には加入しております,又事故による応急処

置は致しますが､その後の責任は参加者の負担とします

③問い合わせは事務局にTEL ･ FAX ･メールでお尋ね下さい



仙台七夕杯
第12回東日本オづoンシニアハ寸ドミントン大会申込書(FAX022-241-5831)

申込み 責任者 �7H8ｨ4ｸ6����kﾂ� 疋Tﾂ�-■- 
FAX 白ﾒﾒ�

住所 肘79;儻ｸﾊr�

(申込み確認のリファックス番号のご記入をお願い致します) 

*仙台七夕杯の参加賞はTシャツです､参加賞欄にサイズ(ユニセックス)をご記入下さい

又､販売も行いますので､ご希望の方は購入希望欄に枚数をご記入下さい｡
*ヨネックス.トリプルス大会大会参加記念品はリベロ表示用リストバンドと､

大会名･個人名入り木札です､申込み氏名を間違わないようお願いいたします｡
*トリプルスのパートナーが見つからない場合は､各個人で申込み下さい､但しパートナーは

主催者一任とさせていただきます(トリプルス参加申込み欄に○を付けて下さい)

ダブルスの部･申込書

種目 �7h8ｩ|ﾘ�ﾈ6����kﾂ��79;儻ｸﾊykﾂ��6��ｸ8�kﾂ�生年月日 亢ﾉD�5h8862�劔�6x8ｨ7h8ｸ5�������ﾈﾙ��
参加賞 俎y?ﾈｯ9eﾒ�

1 �&ｨ�������ﾚﾈﾘr�,ﾉYB�ﾜｸ決�2�≡ 剴s道府県 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�サイスt' �52�S 挽�L ��� 
枚 冑r�枚 冑r�枚 

都道府県 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�サイスや �52�S 挽�L ��� 
1 】 i ち l i ����枚 冑r�枚 冑r�枚 

2 �&ｨ�������ﾚﾈﾘr�,ﾉYB�ﾜｸ決�2� 鳴�都道府県 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�サイスや �52�S 挽�L ��� 

A 】 ����枚 冑r�枚 冑r�枚 

r 【 l 剴s道府県 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�サイスtt �52�S 挽�L ��� 

】枚 冑r�枚 冑r�枚 

3 �&ｨ�������ﾚﾈﾘr�,ﾉYB�ﾜｸ決�2� ��都道府県 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�サイスや �52�S 挽�L ��� 
1 ����枚 冑r�枚 冑r�枚 

都道府県 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�サイスや �52�S 挽�L ��� 

枚 冑r�枚 冑r�枚 

トリプルスの部･申込書

1 �&ｨ�������,ﾉYB�ﾜｸ決�2� 亦�ﾂ�6r�B�都道府県 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�

l i ��

都道府県 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�
【【l � 

l �79;儻ｸﾊr�昭和年 月日 

2 �&ｨ�������,ﾉYB�ﾜｸ決�2� 巴�"�都道府県 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�

【都道府県 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�

1 l 1 l 】 l l ��

l ��都道府県 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�

】*お申込み数

及び金額
ダブルス

計

人

トリプルス　　人

合　計　　　　　円

FAX022-24ト5831　　　　*仙台市協会登録者は必ず登録チーム名にて参加ください
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