
ねんりんピック北海道･札幌2009第8回ふれあいバドミントン大会要項

(第22回全国健康福祉祭　北海道･札幌大会　協賛)

1.主　　　催

2.主　　　管

3.後　　　援

4.期　　　日

5.会　　　場

6.種　　　目

7.参加資格

8.参　加　料

北海道バドミントン協会　旭川地区バドミントン協会

旭川市バドミントン連盟

第8回ふれあいバドミントン大会実行委員会

ねんりんピック北海道･札幌2 0 0 9実行委員会(北海道)

ねんりんピック北海道･札幌2 0 0 9旭川市実行委員会

財団法人　日本バドミントン協会

平成21年8月29日(土) ～30日(日)

旭川市総合体育館

〒070-0901

旭川市花咲町5丁目4040番地の1 9

tel 0166-54-5411

fax O166151-8000

(1)　団体戦

①　混合の部(男子複･女子複･混合複)

②　女子の部(女子3複)

※　混合の部及び女子の部ともにゴールド(全員が65歳以上)と

シルバー(6 4歳以下の者をを含む)に分けて実施する予定です

が,参加チーム数によっては,変更します｡

ア　1チームの選手は6人から8人で編成し,それぞれの試合では1

回の出場とし,重複して出場することは認めません｡

イ　　監督,コーチで参加資格がある方は,選手を兼ねることが出来る

()

り　　各都道府県からの参加制限は,設けません｡

(2)個人戦　トリプルス(3人制バドミントン)

(丑　男子の部

②　女子の部

※　競技方法は,参加チーム数によって決定します｡

※　ルールは,別紙参照

※　団体戦とは別に,地元の名産品を参加賞として用意します｡

※　3人全員が参加資格を有してしていることとします｡

※　混合で出場する場合は,男子の部とする｡

昭和25年4月1日以前にお生まれのバドミントン愛好者

団体戦　1チーム20, 000円　　　　個人戦　1チーム　6, 000円

申込み責任者は,申込締切日までに次の口座に交流会会費と併せて振り込

んでください｡

振込先　金融機関　普　通　　旭川信用金庫近文支店(店番0 1 4)

口座番号　0370209



9.競技規則

10.競技方法

ll.試　合　球

12.表　　　彰

13.宿　　　泊

14.交　流　会

15.申込締切日

16.申　込　先

17.申込方法

18.組　合　せ

19.そ　の　他

口座名義　旭川地区バドミントン協会　会長　笠井武彰

平成2 1年度(財)日本バドミントン協会競技規則及び大会運営規定を準用

する｡

予選リーグ･決勝リーグ

※1試合でも多く出来ることを目的に,大会-の参加チーム数によっては,

変更します｡

平成2 1年度(財)日本バドミントン協会第1種検定合格球

各種目とも3位まで表彰する｡

別紙｢宿泊案内｣による｡

第8回ふれあいバドミントン大会参加者の交流を深めることを目的に次のと
おり交流会を開催します｡

交流会には,本大会に同行される方の参加も受け付けます｡

(1)　日　時　　8月29日(土)　大会1日目終了後

(2)会　場　　未定(後日詳細をご連絡します｡ )

(3)会　費　　5, 000円

(4)申込み　　大会申込書と併せてお申込みください｡

平成21年6月30日(火)必着

〒070-0032

北海道旭川市2条9丁目　山口ビル5階

旭川地区バドミントン協会事務局　宛

所定の大会申込書に必要事項を記入のうえ,郵送にてお申し込みください｡

北海道バドミントン協会競技委員及び,関係者立会の上行う｡

(1)大会や交流会の詳細な日程等は,後日,参加チーム宛に案内させていた

だきます｡

(2)大会中における事故については,主催者は責任を負いませんので,大会

参加者におかれては,各自の責任で傷害保険等に加入するなりの対処をお

願いします｡

(3)申込み責任者の方は,大会要項を熟読のうえ,申し込んでください｡

(4)大会についての問い合わせは,協会事務局までお願いします｡

旭川地区バドミントン協会事務局
TEL･FAX　0166-24-268 1

(火～金14:00-17:00まで在中)



トリプルス(3人制バドミントン)のルール

下記に示す以外は,日本バドミントン協会競技規則を適

用する｡

1 �9�ﾉ��9�ﾈ,Xｺ8ｵｨ/�*�+�,�*C�9�ﾉmｨ,ﾉ�偃�,ﾂ�

名称をリベロと呼ぶ○ 

2 �5H�ｸ7(5り5H�ｸ7(5�8ﾈ5h�ｸ7X,ﾈ�ｩlｨ,�*�*(,Bﾂ�

リベロ以外の2人が現行のダブルスと同じルール 

で交互にサービス.サービスレシーブをおこなう 

○ 

3 ��5��ｸ8�>�,X,ﾈ8ｨ7�8ﾘ,ﾈﾏ��8,ﾘ,X*ｸ,�*(*｢ﾈｦR�

ゲームごとにリベロは交代しなければならない○ 



第8回ふれあいバドミントン大会申込書(団体戦用)

【団体戦】

申込責任者 劍ｺ8ｵｨ顥m｢�混合の部(コ●-ルトシルハ●-)女子の部(コ●-ルトシルハ◆-) 

チーム名 ��

都道府県名 ��

代表者氏名 �2�

住所(自宅) �� T 

電話番号 辻� �� 

携帯電話 � ��

氏名 剞ｫ別 ��iD霾�?｢�年齢 佰�zﾈ橙�

監督 � 剪j.女 �� ��

コーチ � 剪j.女 �� ��

選 辛 ���"�2�B�R�b�r��� 剪j.女 男.女 �� ��男.女 ����

男.女 ����

男.女 男.女 �� 

男.女 ����

男.女 �� ��

参加責などの内訳 劔参加料20,000円 計円 劔�ﾂ�

円 

連絡事項　参加料など　　　　　円は､　　　　　名義で　月　日に振込みました｡

※競技種目の該当するもの○を付け､監督の補は必ず記入してください.また､監督が選手を兼ねる場合は､選手の櫛にも必ず､記入してくださいo



第8回ふれあいバドミントン大会申込書(団体戦用)

【団体戦】

申込責任者 劍ｺ8ｵｨ顥m｢�混合の部(コ●-ルド受堅∋)女子の部(∫-ルト.>JL′､〇一) 

チーム名 �,�,�*�-ﾈ,r�

都道府県名 冉ｸ､9;��

代表者氏名 冉ｸ､9;�ｩ��2�

住所(自宅) ��s�s�ﾓ���Ifｸ､9;���ﾈ�9�������)ｩm｢�

電話番号 ��0166-65-〇〇〇〇 

携帯電話 ����ﾓ都S2ﾘ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�

氏名 剞ｫ別 ��iD霾�?｢�年齢 佰�zﾈ橙�

監督 剿k海道一郎 �(⇒t女 ��偃伊9D2�33b絣�#2�＼ ��

コーチ 刪ｮ川花子 剪j.(⇒ �48歳 ����

選 辛 ���"�北海道一郎 �(A).女 �3�b絣ﾃ��3�B紕���68歳 ��ｲ�

北海道二郎 �(A).女 �70歳 ��ｲ�

3 冉ｸ､9;倅���嫡�定��S23.12.1 田�ﾜ��○ 

4 ���ﾂ�幸子 �&｢ﾂ�池�S22.2.1 田(ﾜ��○ 

5 ���ﾉ������&｢竏�ｲ�S23.3.1 田�ﾜ��○ 

6 ���ﾉ~ｸ屬��&ｨ輦�S24.5.1 田�ﾜ��○ 

7 8 ���ﾉOﾈｯ2�儷ｲ�S20.6.1 田Hﾜ��× 

北海道四郎 刄_)女 �:�ｨ�"� ���ｲ�

参加責などの内訳 劔参加料20,000円 計55,000円 剴y�ﾂ�

35,000円 

連絡事項　参加料など55, 000円は､北海道一郎名義で6月1日に振込みました｡

※競技種目の該当するもの○を付け､監督の桶は必ず記入してください｡また､監督が選手を兼ねる場合は､選手の欄にも必ず､記入してください.



第8回ふれあいバドミントン大会申込書(個人戦用)

【個人戦】

申込責任者 劍ｺ8ｵｨ顥m｢�トリプルス(男子.女子) 

都道府県名 ��

代表者氏名 �2�

住所(自宅) �� T 

電話番号 ��

携帯電話 ��

氏名 剞ｫ別 ��iD霾�?｢�年齢 佰�zﾈ橙�

選 辛 ��� 剪j.女 �� ��

男.女 ��

男.女 �� ��

2 ���&｢顋r� �� 男.女 �� 

男.女 ��

3 ���&｢顋r�&｢顋r� �� 

- �� 

男.女 � ��

参加費などの内訳 劔参加料6,000円×チーム 計円 劔�ﾂ�

円 

連絡事項　参加料など　　　　　円は､　　　　　　名義で　月　日に振込みました｡

※　競技種目の該当するもの○を付けてください｡申込用紙が不足の場合は,コピーしてください｡



第8回ふれあいバドミントン大会申込書(個人戦用)

【個人戦】

申込責任者 劍ｺ8ｵｨ顥m｢�トリプルス(㊨.女子) 

都道府県名 冉ｸ､9;��

代表者氏名 冉ｸ､9;�ｩ��2�

住所(自宅) 電話番号 ��s�s�ﾓ���Ifｸ､9;���ﾈ�9�������)ｩm｢�

0166-65-〇〇〇〇 

携帯電話 ����ﾓ都S2ﾓ�����

氏名 剞ｫ別 ��iD霾�?｢�年齢 佰�zﾈ橙�

選 辛 ���北海道一郎 �(亘r女 �3�b絣ﾃ��68歳 ��

北海道二郎 �(A),女 �3�B紕���70歳 ��

北海道五郎 �(A).女 �3#���"���63歳 ��ｲ�

2 ���&｢顋r� �� 男.女 �� ��

早.女 ��

3 �����顋r� �� 男.女 � ��

男.女 ����

参加費などの内訳 劔参加料6,000円×1チーム 計11,000円 剴��ﾂ�

5,000円 

連絡事項　参加料など11, 000円は､北海道一郎　名義で6月1日に振込みました｡

※　競技種目の該当するもの○を付けてください｡申込用紙が不足の場合は,コピーしてくださ
い｡

※　団体戦に出場している場合は.交流会の欄は記入しなくて結構ですo


