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第1 1回東日本オープンシニアバドミントン大会要項のご案内

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､標記大会も昨年は第10回目の節目の大会に70 0名を越えるバドミントン愛好者をお迎

えし､皆様のご協力ご支援のおかげを持ちまして成功裏に終わることが出来ました｡今年度も新
たな気持ちで第11回大会を下記の要項にて開催致します｡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

2･主　　　催

3･後　　　援

4･期　　　日

5･会　　　場

及　　　び

仙台七夕杯　第1 1回東日本オープンシニアバドミントン大会

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(申請中) ･ヨネックス株式会社

平成22年　8月　7.8日(土･日)

仙台市体育館(第1会場)

仙台市太白区富沢1丁目4-1　TEL　022-244-1111

種　　　目　　　★女子45才以上　複

★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

仙台市青葉体育館(第2会場)

仙台市青葉区堤町1-1-5　　TEL 022-717-1191

★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　　　　　　　　　　　★45才以上　混合複

*今年も競技会場を決めました､但し参加数､試合数の状況により会場を変更する場合があり

ます､その場合はご連絡を致しますのでよろしくお願いいたします｡ (7月中旬)
また､各種目参加数が5組未満の場合､上の種目への出場と致します｡

年令起算日は平成22年　4月　2日とします

6 ･競技規則　平成22年度(財)日本ハサ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

7 ･参加資格　平成22年度(財)日本ハ寸ドミントン協会登録会員及び当協会が認めた者

1人1種目とします



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開始式後ブロック別に分けリーグ戦

7

∂日(日)

8

(開始時間に間に合わない場合はご一報を)

AM　8:00　開館

AM　8:30　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

各種目別競技終了後　表彰式(pM　2:00予定)

10･参　加　料　1人　4,000円(大会参加記念品あり)

最低3回以上の試合が出来ます(初日リザ戦(2試合)･2日目トサメント戦)

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)

振込先　郵便振替にて　02270-1-45566

13･申込締切

14･組　合　せ

15･表　　　彰

東日本オープンシニアバドミントン大会事務局

平成22年　7月10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)

各種目の優勝および1部の準優勝･第3位に賞状　賞品

〝　2 ･ 3部の準優勝･第3位に賞状(参加数で変更有)

16･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

17･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 O22･24115530　FAX O221241-5831

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

18･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)

二　二　二
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1 1回東日本オー70ンシニアハ寸ドミントン大会申込書(FAX022-24卜5831)

申込み 責任者 �7h8ｨ*ｨ6����kﾂ�l 疋Tﾂ� 
FAX ��

住所 �)｢�

(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) 

*大会参加記念品がTシャツに決まりました､参加賞欄にサイズ(ユニセックス)

SS･S･M･L･0をご記入下さい
*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｡

当日会場渡しとなります｡

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

1 �&ｨ�������ﾚﾈﾘr�ﾜｸ決�2� ��都道府県 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�サイスV �52�S 挽�L ���枚 冑r�枚 冑r�秩 

都道府県 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�サイス○ �52�S 挽�L ���

枚 冑r�枚 冑r�枚 

2 �&ｨ�������ﾚﾈﾘr�ﾜｸ決�2� �� 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�サイスー �52�S 挽�L ���枚 冑r�枚 冑r�枚 

昭和年 月日 �5H485����SS �2�M 板�0 

枚 冑r�枚 冑r�枚 

3 �&ｨ�������ﾚﾈﾘr�ﾜｸ決�2� �� 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�サイスⅤ �52�S 挽�L ���

l 劔 �(��枚 冑r�枚 冑r�

l l �� 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�サイスo �52�S 挽�L ���

枚 冑r�枚 冑r�枚 

4 �&ｨ�������ﾚﾈﾘr�ﾜｸ決�2�l l l 1 �� 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�サイスー �52�S 挽�L ���枚 冑r�枚 冑r�枚 

昭和年 月日 �5H485淫ﾂ�SS �2�M 板�0 

枚 冑r�枚 冑r�秩 

5 �&ｨ�������ﾚﾈﾘr�ﾜｸ決�2� � 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�サイスp �52�S 挽�L ���枚 冑r�枚 冑r�枚 

l 1 l �� 傴ｩ��D��ﾈ�?｢�サイス小 �52�S 挽�L ���

枚 冑r�枚 冑r�枚 

*お申し込み金額 

4,000円×人- 

FAXO22-241 -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



粛1 1 Pmb合七夕杯　　tFBw5

渡田本線-冴お餅二㌢9騨亀診階汰金
【宿泊･交通のご案内】

この度､ 『第1 1回　東日本オープンシ=アバドミントン大会』が"壮の都"仙台市において開催されますことを
心よりお慶び申し上げます｡大会に参加されます皆様のこ便宜をお園りするため､宿泊･交通のお世話を
東日本旅専鉄道㈱ rびゅうプラザ仙台団体旅行センター｣が担当させて頂くことになりました｡
内啓をこ検討頂き､お早めにお申し込み下さいますよう､お顔い申し上げます｡

(1 )お申し込み方法:別紙『宿泊･交通申込書』にこ記入の上､締切日までにFAX又は郵送にて
お申し込みください｡

(2)お申し込み締切日:平成22年7月7日(求)

(3 )予約確認書及び請求書の送付:予約確認書及び請求書を7月1 2日以降にこ送付させて頂きますので
代表の方は各費用をおとりまとめ頂き7月30日(金)までに措定口座へお振込み下さい｡

(振込み手数料はお専様L..負担とさせて頂きます｡ )

(4)宿泊のこ表内　　宿泊期間:平成22年8月6日(金) -8月7日(土)　1泊朝食付

db倫耽JkBD報砂S舟Pt内 剽E(5E�7(5閲�仰�

ホテル名 兀H夊5�487b�申込記号 櫨"ｸ�I�5"ﾘ5��.(-ﾈ-�+�ﾘhﾌ�.���8ﾈｹ饂B��申込記号 偬迂�,ﾈ-ﾘ5(�ｸ5��

ホテルモンテエルマーナ仙台 (大浴場付き) �5h984�8ｲ�P-1 陛#B經���ら-1 陛づ����

スタジオツイン ��ﾓ"�¥22.800 �2ﾓ"�¥7.800 

ホテルユニサイト仙台 �5h984�8ｲ�P-3 陛#2ﾃ����S-3 陛ゅ����

ツイン ��ﾓB�¥22.800 �2ﾓB�¥7.800 

チサンホテル仙台 �5h984�8ｲ�P-5 陛#"ﾃ3���ら-5 陛rﾃ3���

ツイン ��ﾓb�¥21,500 �2ﾓb�¥6.500 

ホテルグリーンマーク仙台 �5h984�8ｲ�P-7 陛#"�����ら-7 陛r�����

スタジオツイン ��ﾓ��¥21,500 �2ﾓ��¥6.500 

※第2希望までこ記入ください｡ 
※各ホテルの部屋数には限りがございます｡お申し込み順の受付となりますので､こ了承下さい｡
※ 【JR+宿泊コ-ス】は1泊料金です｡ 2泊の場合は【宿泊コース】料金が加算されます｡
※スタジオツインはエキストラペット対応となります｡

東金線雷蔵も盈盈棚』密僚あか骨　魯♂魯屯田)取塵!

族館名 兀H夊5�487b�申込記号 �"簽9kﾈ謇w��申込記号 釘ﾓYkﾉy駅��

秋保温泉 薫火の溝線水亭 刎����I�)�姥H*ｲ�A-1 �コﾃ����A-2 陛�2經���

サービス料･税込

(5 )取消料のご案内:宿泊の取消につきまして臥お一人様につき下記の料率で取消料を頂きます｡

( 6 )個人情報の取扱い:当社は個人情報の利用にあたって､個人情報保護の重要性を強く課簸し､
その利用目的の範囲内で利用致します｡



可1日仙台七夕杯
簾田雄弥-形紛ニWg電炉亀診膨汰

【宿泊･交通　お申込書】
第2希 俟87ｨ6X8ｲ��

(フリガナ) 申込代表者氏名 ��������yWI�b�〒 
住所 TELFAX 

(フリガナ) 俤���試合種別 �7ｨ6X8ｸ�I��剌H保温泉宿泊 

申込記号 嶋ﾈ緤?｢�8月7日 ��ﾈﾙ雍ﾈﾘb�8月8日 宿泊者氏名 僖驃��男子.女子.混合 

記入例:センタイタロウ 仙台太郎 俤��4���男子 ��ﾓ��○ ��ｲ�A-2 ��ｲ�

l l �� �� �� ��

☆JR+宿泊コースお申込の方(やまびこ号限定)　※はやて･こまも号はこ利用出来ません｡

乗車日 ��鋹kﾂ�発車時間 ��h棈ｾhｭB�設備 ��ﾉ�B�

′ �� ��ｲ�指定席.自由席 ��

′ �� ��ｲ�指定席.自由席 ��

/ �� ��ｲ�指定席.自由席 ��

′ �� ��ｲ�指定席.自由席 ��

☆お申込･問合せ先

ti'Bw5
-3蒜宗一

東日本旅専鉄道株式会社　びゅうプラザ仙台団体旅行センター
第1 1回薫日本オープンシニアバドミントン大会　係
〒980-0021仙台市青葉区中央1-1-8
TEL 022-213-4867
FAX 022-213-7282

担当　:佐々木(俊)


