
平成21年10月吉日

各都道府県バドミントン協会会長様

全国トリプルス選手権大会実行委員会

会長　藤川　俊雄

第2回全国バドミントントリプルス選手権大会開催について

拝啓　秋涼の候　皆様方にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます｡

日頃はバドミントンの普及･発展･ご指導に忙しくご活躍のことと存じます｡

先日行われました｢ヨネックスジャパンオープン｣ではたくさんの方々で会場が一杯

になり､多くのメディアに取り上げられ､私もひとりのバドミントン愛好家としてうれ

しい限りでございます｡

さて､昨年度(財)日本バドミントン協会のご後援と滋賀県バドミントン協会のご支

援を得て滋賀県大津市にて念願の第1回大会開催いたしました｡参加者の方々の｢お

もしろさ｣ ｢むずかしさ｣ ｢奥深さ｣など大変貴重なご意見を頂戴致しました｡バドミン

トンが生涯スポーツとして更なる一歩を踏み出しました｡

今年度も(財)日本バドミントン協会のご後援と愛知県バドミントン協会のご協力お

よび刈谷市バドミントン連盟のご協力を得て第2回大会を愛知県刈谷市にて開催する

運びになりました｡又合計年齢180歳クラスを新設致しました｡

っきましては標記大会の関係書類一式をお送りいたします｡各都道府県協会会員様-

のご案内と申込をお願い申し上げます｡

敬具

記

1､大会要項･ ･ ･2部

2､参加申込書- ･8部(各種目1部づつ)

3､参加料納入表- ･ 1部

4､大会会場周辺図- ･ 1部



平成21年度　第2回全国バドミントントリプルス選手権大会要項

1.大会名　第2回全国バドミントントリプルス選手権大会(個人戦)

2.主　催　全国バドミントントリブ/レス選手権大会実行委員会

3,主　管　日本バドミントン専門店会　愛知県バドミントン協会　刈谷市バドミントン連盟

4.後　援　(財)日本バドミントン協会　刈谷市　刈谷市教育委員会　刈谷市体育協会

5.特別協賛　ヨネックス(秩)

6.協　賛　(秩)ゴーセン(秩)メトロ　ミズノ(秩)ヒロウン(秩)ダイワ精工(秩)アディダスジャパン(秩)

アメアスポーツジャパン(秩)ダンロップスポーツ(秩)東亜ストリング(秩) (秩)ベースボールマガジン社

7.期　日　平成22年1月16日(土)～17日(日)

8.会　場　刈谷市体育館(10面)

〒448-0838

愛知県刈谷市逢妻町4丁目32番地　電話　0566-2卜7711

株式会社ジェイテクト体育館(8面)

〒448-8652

愛知県刈谷市新富町2-52

9.種　目　(1)一般男女の部(3名)

(2)チーム合計年齢120才以上男女の部(3名)

(3)チーム合計年齢150才以上男女の部(3名)

(4)チーム合計年齢180才以上男女の部(3名)

(※注意)申込みチーム数が少ない場合は上位年齢種目に併合する場合があります｡

10.日　程　1月16日(土)　12時00分　開会式

12時30分　競技開始

<実施種目>　一般男子:予選リーグ　一般女子:予選リーグ

120才以上男子:予選リーグ120才以上女子:予選リーグ

150才以上男子:予選リーグ150才以上女子:予選リーグ

180才以上男子:予選リーグ180才以上女子:予選リーグ

1月17日(日)　9時00分　　競技開始

<実施種目>　一般男子:順位決定トーナメント　一般女子:順位決定トーナメント

120才以上男子:順位決定トーナメント120才以上女子:順位決定トーナメント

150才以上男子:順位決定トーナメント150才以上女子:順位決定トーナメント

180才以上男子:順位決定トーナメント180才以上女子:順位決定トーナメント

ll.競技規則(財)日本バドミントン協会平成21年度競技規則､同大会運営規程及び同公認審判員規程に依る｡

但し､日本バドミントン専門店会考案のトリプルス特別ルールを採用する｡

12.競技方法各種とも3-4チームの予選リーグを行い､各順位ごとトーナメント方式により順位を決定する｡

13.シャトル･器具

平成21年度(財)日本バドミントン協会検定合格品を使用する｡

14.参加資格平成21年度(財)日本バドミントン協会登録者に限る｡

年齢は平成21年4月1日現在の満年齢とする｡

15.参加料　各種目とも1チーム　6,000円(参加賞あり)

16.申込期限平成21年12月19日(土)必着とする｡



17.申込方法参加申込書と参加料納入表に必要事項を記入し､各都道府県毎に一括して下記事務局へ郵送してください

一括郵送が無理な場合は､下記の(1) (2) (3)のいずれかの方法で申し込んでください.

(1)トリプルス専用サイト(http://www.badminton-psu.com/tripLes/)の申込みページより申し込む｡

申込みページはhttp://www.badminton-psu.com/triplesJnaiLform/form.cgi?f-9となりますo

(2)トリプルス専用サイトの申込書(エクセルファイル又はPDFファイル)をダウンロードして

必要事項を入力してメールに添付して申し込む｡

添付フアイ/レは必ずウイルスチェックをしてからメールしてください｡

申込みメ-/レアドレスはtriples@badlllinton-psu.comとなります｡

(3)参加申込書と参加料納入表に必要事項を記入し､郵送する｡

郵送先は下記の事務局となります｡

18.参加料　申込み期限までに下記の口座に振り込むか､現金書留にて下記の事務局-申込書と共に郵送してください｡

振込先
銀行名　　みずほ銀行国分寺支店(275)

口座番号　普通預金　2769233

口座名義　日本バドミントン専門店株式会社(ニホンバドミントンセンモンテン(カ))

(振込手数料はご負担下さい)

※インターネット申込みで振込みの場合は金融機関･支店名と振込み依頼人名を明記してください｡

※郵送申込みで振込みの場合は振込票のコピーを添付して下さい

19.表　彰　各種目とも1位トーナメント上位のチームに賞状及び賞品を授与する｡

20.事務局　〒61卜0002

京都府宇治市木幡大瀬戸53-1安井マンション301

日本バドミントン専門店(秩)内

吉　田　清　隆　気付

電話&FAX 0774-32-1041

携帯　　　070-5650-4634

メール　　　triples@badminton-psu.com

21.その他　(1)競技中の服装は､平成21年度(財)日本バドミントン協会審査合格品とする｡

(2)競技中上衣の背面には都道府県名又はチーム名の表示なき選手は失格とする｡ (注1)

(3)競技中の事故については､主催者は応急処置以外は一切の責任を負わないo
ただし､スポーツ傷害保険には加入します｡

(4)宿泊については､取扱いをしない｡

(5)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

利用することはありません｡

大会結果については関連ホームページに掲載すると共に､報道機関等に提供いたしますので､

公開されることがあります｡

(6)ゴミは持ち帰りが原則ですので､ゴミ袋を準備し､持ち帰ってください｡

(注1)大きさは縦25cm､横30cm程度とし､識別の出来る文字とする0

(今回の大会に限り､リベロの識別用にリストバンドを配布しますので､リベロは必ず着用してください｡ )



平成21年度第2回全国バドミントントリプルス選手権大会参加料納入表

全国バドミントントリプルス選手権大会実行委員会御中

申込責任者

都道府県名 ��

申込クラブ

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

金　　　額

一般男子の部(MTR)

120才以上男子の部(120M)

150才以上男子の部(150M)

180才以上男子の部(180M)

一一一般女子の部(WTR)

120才以上女子の部(120W)

150才以上女子の部(150W)

180才以上女子の部(180W)

級

6,000円　×　　組　-

6,000円　×　　組　-

6,000円　×　　組　-

6,000円　×　　組　-

6,000円　×　　組　-

6,000円　×　　組　-

6,000円　×　　組　-

6,000円　×　　組　-

合　　計

上記の通り､参加料合計 円　　を納入いたします

平成　21年　　　月　　　　日

※振込みの場合は振込票のコピーを添付して下さい



平成21年度第2回全国バドミントントリプルス選手権大会参加申込書(枚中の) 

全国バドミントントリプルス選手権大会実行委員会御中匝道府県名 劔l-1投男子 

申込責任者申込クラブ 住所 氏名印 電話 下記の通り申し込みます 

平成21年月日 

種目 倩�kﾂ�ふりがな ��iD霾�?｢�年齢 �?ｩgｸｺh檠6�餉Hﾘb�備考 

MTR �� � �� 

MTR �� � �� 

MTR �� � �� 
¶～ 

MTR �� � �� 】ど � 辻� 

MTR �� � �� 

MTR �� � �� 
- ��

MTR �� � ��】 

MTR ∫ �� � �� 

l MTRF l ∫ �� � �� 

ド.一一---一一一一-一一- ���� ��

ト ����l i ��

1 MTRl ��∈ � 鳴�ﾂ���� 

記入上の注意種目別に､ランク順に記入してください



平成21年度第2回全国バドミントントリプルス選手権大会参加申込書(枚中の) 

全国バドミントントリプルス選手権大会実行委員会御中 申込責任者 下記の通り申し込みます 平成21年月日 劔79;儻ｸﾊykﾂ�い20才以上男子 

申込クラブ 

住所 

氏名印 

電話 

種目 倩�kﾂ�ふりがな ��iD霾�?｢�年齢 �?ｩgｸｺh檠6�餉Hﾘb�備考 

120M �� �� �� 

120M �� � �� 
- 

120M �� �� �� 

` 

120M ��』 � �� 

120M �� �� �� 
- �� 

120M ��ｲ� �� �� 

120M �� � �� 

｢ ���� ��

120M �� � �� 
- ��

l 120M �6ぺ耳爾闔ｨ爾ﾒﾒﾒ� �� �� 
- ��l ��

120M �� � �� 

≡【記入上の注意種目別に､ランク順に記入してください



平成21年度第2回全国バドミントントリプルス選手権大会参加申込書(枚中の) 

全国バドミントントリプルス選手権大会実行委員会御中匝道府県名 劍*#S�ﾜｸ決�9&ｨ���

申込責任者申込クラブ 住所 氏名印 電話 下記の通り申し込みます 

平成21年月日 

種目 倩�kﾂ�ふりがな生年月日 僖驃��日本協会登録番号 儖Xﾖﾂ�

150M �� �� ��
- �� ��

150M ��｢� �� ��
- ��ｲ�】 �� 

150M �� �� ��

150M �� �� 辻�
l ��R� ��

150M ��ｲ� �� ��

150M ��] �� ��

150M �� �� ��

150M �� �� ��

150M �� �� ��
- �� �� 

150Mi ���(耳耳耳而�B謦� ��i 辻�

記入上の注意種目別に､ランク順に記入してください



平成21年度第2回全国バドミントントリプルス選手権大会参加申込書(枚中の) 

全国バドミントントリプルス選手権大会実行委員会御中l%B道府県名 剽C���ﾜｸ決�9&ｨ���

申込責任者申込クラブ 住所 氏名印 電話 下記の通り申し込みます 

平成21年月日 

種目 倩�kﾂ�ふりがな生年月日 僖驃��日本協会登録番号 儖Xﾖﾂ�

180M �� �� ��
- �� �� 

180M �� �� ��
- �� �� 

180M �� �� ��

180M �� �� ��
ー- 

180M �� �� ��

180M �� �� ��

180M �� �� ��
- �� �� 

180M �� �� ��

l 】 180M i ��ｲ� ��｣ ��

l � ����

- 

180M �� �� ��

記入上の注意種目別に､ランク順に記入してください



平成21年度第2回全国バドミントントリプルス選手権大会参加申込書(枚中の) 

全国バドミントントリプルス選手権大会実行委員会御中匝道府県名 劔I-磯女子 

申込責任者申込クラブ 住所 氏名印 電話 下記の通り申し込みます 

平成21年月日 

種目 倩�kﾂ�ふりがな生年月日 剩N齢 �?ｩgｸｺh檠6�餉Hﾘb�備考 

WTR �� 凵y �� 

- 

WTR �� � �� 

ー- 

W ��

WTR �� � �� 

l �- �� 

WTR �� �� �� 
- 

WTR �� � �� 

WTR �� � �� 

WTR �� � �� 
- � �� 

WTR i �� � �� 
L ���� ��

】WTR �� � �� 

WTR �� � �� 

i � ��- 

記入上の注意種目別に､ランク順に記入してください



平成21年度第2回全国バドミントントリプルス選手権大会参加申込書(枚中の) 

全国バドミントントリプルス選手権大会実行委員会御中画道府県名 劍ｹ�#�ﾜｸ決�8����

申込責任者申込クラブ 住所 氏名印 電話 下記の通り申し込みます 

平成21年月日 

種目 倩�kﾂ�ふりがな生年月日 僖驃��日本協会登録番号 儖Xﾖﾂ�

120W 辻� �� ��
- �� 

120W 辻� �� ��

120W �� �� ��
- ��

120W 辻� �� ��

120W �� �� ��
- 

120W i �� �� ��

120W ��ｲ� �� ��

【120W �� �� ��

- �� 

F �� �� 

120W 亦� �� ��

記入上の注意種目別に､ランク順に記入してください



平成21年度第2回全国バドミントントリプルス選手権大会参加申込書(枚中の) 

全国バドミントントリプルス選手権大会実行委員会御中匝道府県名 剿ﾃ�S�ﾜｸ決�8����

申込責任者申込クラブ 住所 氏名印 電話 下記の通り申し込みます 

平成21年月日 

種目 倩�kﾂ�ふりがな生年月日 僖驃��日本協会登録番号 儖Xﾖﾂ�

150W 辻� �� ��

150W �� �� ��
- �� 

150W �� �� ��
- 

150W �� �� ��
W �� 辻�

150W �� �� ��

150W ��- �� ��
- � ��

150W �2�ー �� ��
F �� 辻�

150W 辻� �� ��

】i ･50WL二二二二" i � �� ��

l 亦� �"�

∩A �� 

150W �� ��】 ��

▼ �� 

記入上の注意種目別に､ランク順に記入してください



平成21年度第2回全国バドミントントリプルス選手権大会参加申込書(枚中の) 

全国バドミントントリプルス選手権大会実行委員会御中 申込責任者 下記の通り申し込みます 平成21年月日 劔79;儻ｸﾊykﾂ�い80才以上女子 

申込クラブ 

住所 

氏名印 

電話 

種目 倩�kﾂ�ふりがな ��iD霾�?｢�年齢 �?ｩgｸｺh檠6�餉Hﾘb�備考 

180W �� � �� 
Ⅶ �� 

180W �� � �� 

180W 辻��� �� 

180W �� � ��- 
I 

180W �� �� �� 
- 

180W �� �� �� 

180W 辻� �� �� 

∫180W �� � �� 

180W �� � �� 

F ����｢�ﾒ�

記入上の注意種目別に､ランク順に記入してください
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