
第6 3回中部日本バドミントン選手権大会要項
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4

主　主　後　　期 催管援

冒

中部日本バドミントン連盟･中日新聞社

愛知県バドミントン協会･刈谷市バドミントン連盟

愛知県･愛知県教育委員会･ (財)愛知県体育協会

刈谷市･刈谷市教育委員会･刈谷市体育協会

平成22年11月12日(金) ～14日(冒)

11月12日(金)　18時00分　代表者会議　　　シャインズ

刈谷市東陽町二丁目1 8番地

(電話:0566-24-3348)

1 1月1 3日(土)　　9時30分　　競技開始(第1会場･第2会場)

1 1月14日(冒)　　9時30分　　競技開始(第1会場･第2会場)

5会　場　　第1会場　　ウイングアリーナ刈谷　(20コート)

刈谷市築地町荒田1番地　　　(電話: 0566-6 3-6886)

第2会場　　刈谷市体育館　　　　(1 0コート)

刈谷市逢妻町4丁目32番地　(電話: 0566-21-771 1)

6種　　目　　①一般男子(年齢制限なし)

②一般女子(年齢制限なし)

③少年男子(1 8歳以下)

④少年女子(1 8歳以下)

⑤3 0歳以上男子

⑥3 0歳以上女子

⑦4 0歳以上男子

⑧4 0歳以上女子

⑨5 0歳以上男子

⑩5 0歳以上女子

⑪6 0歳以上男子

⑫6 0歳以上女子

⑬混合複(年齢制限なし)

7競技規則

8競技方法

9使　用

用器具

:単･複(MS･MD)

:単･複(wS･WD)

:単･複(BS･BD)

:単･複(GS･GD)

:単･複(30MS･30MD)

:単･複(30WS･30WD)

:単･複(40MS･40MD)

:複

:複

:複

:複

:複

:複

(4 0WD)

(5 0MD)

(5 0WD)

(6 0MD)

(6 0WD)

(ⅩD)

平成2 2年度(財)日本バドミントン協会競技規則･同大会運営規程･同公認審判員規程による

各種目ともトーナメント方式とし､ 3位決定戦は行わない

平成2 2年度(財)日本バドミントン協会検定･審査合格用器具および第一種検定合格水鳥球を

使用する

1 0参加資格　　平成2 2年度中部日本バドミントン連盟に加盟の各県協会の加盟者で､ (財う日本バドミントン

協会に会員登録を完了した者

1 1参力確り限　(1)年齢起算日は､平成22年4月1日とする

(2)参加枠は､各県40名までとする

ただし､前年度優勝者は推薦出場として枠外とする｡

また､ ｢30歳以上女子単･複､ 40歳以上女子複､ 50歳以上男女複､ 60歳以上

男女複｣は枠外とするが､各種目共､各県で単は2名以内､複は2組以内とする

いずれも､開催県はこの限りではない

(3)複数種目-の参加は､単･複で2種目以内とし､複は同一年代以上と組むこととする

また､混合複は年齢制限なしとし､他の複と兼ねることは出来ない

(4)少年男子および少年女子-の出場者は､一般種目および混合複-の出場は出来ない
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1 2参加料･連盟分担金の納入方法

(1)参加料は､各種目とも1人1種目につき､ 3, 000円(複は1組6, 000円)

中部日本バドミントン連盟分担金は､各県1 0, 000円

(2)参加料および中部日本バドミントン連盟分担金は､各県協会で一括して申込み締切り

までに下記の口座に振り込むこと

振 込 先 仞�uｨｴ�ｭb�名古屋銀行葵支店 

口座番号 儿�,｣33��Scb�

口座名義 ��cc8��(iYI?ｩgｸ6�6�7�986x99�偃位��X檠�ﾙk�Ohﾞ�+x,�,ﾒ�

13　申込締切日　平成22年9月24日(金)必着のこと

現金書留､電話､電報､ FAX及びEメールによる申込は受け付けない

1 4　申込書　　同封のUSBメモリーにある所定の申込書に必要事項を入力してから印刷を3通取り､

送付方法　　各々を正･控として､正に各県協会長の印を捺印の上､所属県協会毎に一括して申込み締切日

までに下記に送付すること

尚､入力したUSBメモリーは｢申込書(副) ｣と一緒に大会事務局-送付すること

(正) 〒460-0007

愛知県名古屋市中区新栄2-34-7　　　尾崎すなほ　気付

第6 3回中部日本バドミントン選手権大会事務局　宛

(電話:052-241-5215､ FAX:052-243-2412)

(控)各県協会で保管のこと｡

宿着5　61　　1 泊衣

17表　彰

1 8大会事務局

19　その他

別紙(宿泊･弁当･交通のご案内)を参照すること

試合時の服装で､色付き着衣を使用する場合は㈲日本バドミントン協会の審査合格品とし､

上衣の背面には､県名･チーム名等を明記すること

(1)各種目の優勝者には､優勝トロフィーを授与する

(2)各種目とも1位～3位には､賞状を授与する

〒460-0007 

愛知県名古屋市中区新栄2-34-7尾崎すなほ気付 

第63回中部日本バドミントン選手権大会事務局 

(電話:052-241-5215､FAX:052-243-2412) 

(1)個人情報について

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

( 2 )事故による応急処置は主催者が行いますが､一切の責任は負いません

参加者は健康保険証(写)を持参すること

(3)他県の選手と組んで複に出場する場合は､両方の県より申し込むこと

(4) 11月12日(金) 18時より以下にて､代表者会議を開催します

｢シャインズ｣　刈谷市東陽町二丁目18番地(電話: 0566-24-3348)

代表者会議には､各県より1 -2名必ず出席して下さい

別紙( ｢代表者会議｣開催のご案内)を参照

(5)開催県協会よりお願い

①ゴミの分別収集に協力してください

②部屋から出るときにはエアコン･テレビ･ライトのスイッチを消してください

③マイ歯ブラシを持参して大会に参加してください



2010年11月13日(土)～14日(日)

-63回　中｡日　バドミントン巧手権大会　宿泊･当のごロ口内

2010年1 1月13日(土)～14日(日)の2日間､愛知県刈谷市にて開催されます上記選手権のご宿泊と当巳のお弁当の手配

を名鉄観光サービス㈱名古屋東支店にて担当させていただきます｡つきましては各地より参加されます皆様方に特別価格での

ご宿泊をご案内させていただきます｡何卒ご利用賜りますようお願い申し上げます｡

宿泊のご案内

■宿　泊　日　2010年11月12日(金)･13日(土)･14日(日)の各3泊

刈谷市内　※宿泊料金は各ホテル1泊朝食付き､消費税･サービス料込みお一人様の料金です｡

也 区 �7ｨ6X8ｹkﾂ�部屋タイプ ��ﾈﾙ雍ﾈﾘb�料金 

刈 谷 市 �4�4�5ｨ5�4898ｪ�$｢�シングル ��ﾓ��6300円 
JR刈谷駅徒歩約5分(駐車場無料) 

ホテル東洋イン刈谷 �5h984�8ｲ�B-1 田���冷�

JR刈谷駅南口徒歩約2分(駐車場無料) 

名鉄イン刈谷 �5h984�8ｲ�C-1 田S��冷�

JR刈谷駅直結(駐車場1泊1000円から) 

ご注意　※大会期間中は､ 1 1月の遇未開催となりますのでお早目のお申込みをお勧め致します｡

※各ホテル駐車場には利用台数に限りがございます｡また3ナンバー車やワゴンタイプなどにつきましては､お手の

大きさや立体駐畢場に入らない場合は近郊の駐車場のご案内となりますのでご了承ください｡

各ホテルの宿泊予約は受付順とさせていただきますので､満員になり次第､締め切りとさせていただきます｡そのため申込書に

は第2希望までご記入ください｡

宿泊･弁当等のお申込み方法･手続きのご案内

■お申込み方法

※巻末の参加･宿泊等申込書にご記入の上､ 1 0月1 5日(木)までに名鉄観光サービス㈱名古屋東支店まで､ FAXまたは郵

送にてお申込み下さい｡なお､ご入金に関しましては後日､請求明細書を送付させていただきますので､指定の期日まで

にお振込み下さい｡ (振込手数料はお客様のご負担にてお願いいたします)

※申込書受信(受取)の確認をFAXにて翌日までにお送り致します｡

(到着が営業時間外及び休日の場合は翌営業日になります｡万が一受付確認の通信がない場合にはお問合せ下さい)

昼食(お弁当)のご案内11月13日(土)･11月14日(日)

■お茶付き800円(税込み)選手権会場にてお渡し､ゴミの回収もさせていただきます｡

※　会場周辺には食事場所があまりございませんので､お弁当をお勧めいたします｡

変更･取り消しについて　　変更･取り消しはお早めにご連絡下さい0

お申込み後､お客様の都合により変更･取消しされる場合は､下記の通り取消料を収受させていただきます｡尚､変更t取消し

につきましては､お申込みの控えに直接変更･取消し内容をご記入いただき必ずFAXにてお願いいたします｡

お電話での変更･取消はトラブルの原因となりますので受付致しかねますのでご理解下さい｡

ご入金後の変更･取消のご返金は､大会終了後1カ月以内に処理させていただきます｡

尚､振込手数料はお客様負担とさせていただきますので予めご了承ください｡

《宿泊･昼食取消料》

8日前まで 土?ｩ����)?ｩ���前日 �9i?｢�

宿泊 冖9{��30% 鉄�R�100% 

《お弁当取消料》

昼食 冖9{��30% ����R�100% 

お問合せ先

名鉄観光サービス㈱名古屋東支店　　r中部日本バドミントン選手権大会J担当:鶏徳(けいとく) ･谷川(たにがわ)

〒461-0004　名古屋市東区葵3-22-5　矢作葵ビル5階

TEL052-979-7210　FAXO52-933-7310　匡頭09:00-18:00(土･日･祝･祭日休み)



第63回　中部日本バドミントン選手権大会　宿泊･弁当申込書

★お申込締切日　平成22年10月15日(木)

■代表者(申込責任者)についてご記入下さい｡
お申込日　　　　月　　　日

都道府県名 ��氏 名 �6��ｸ8�kﾂi�9Uﾉ)洩ﾂ�住 節 ��x�iu云iMHﾘh,ﾙTｸ+�+(ｴﾉ?ﾈ岑+8*&��DTﾂｖ洞�ｂ佝y��ｒ�

申込者数 冖ﾂ�

■代表者も含め全員の分の必要事項をご記入下さい｡用紙不足の場合はコピーしてお使い下さい｡

名鉄観光/受付柵

※弊社受付押印後FAX返借致します

フリガナ ��宿泊11/12 剌h泊11/13 剌h泊11/14 剪巨H �(ｹ��� 儂���ﾘxﾇb�その他 

参加者氏名 剔�1希望 ��c(ｯ9eﾒ�第1希望 ��c(ｯ9eﾒ�第1希望 ��c(ｯ9eﾒ�ll/13 �?｢��B� 

例 �4�486�5靠ｸ4R� ��ﾓ��8-1 ��ﾓ��B-1 ��ﾓ��B一一 板ﾓ��L-4 ��21,100 ��
愛知太郎 �6｣500 澱ﾃc���6,500 澱ﾃc���6,500 澱ﾃc���

800 塔��� 

1 �� �� �� �� �� �� ��

2 �� �� �� �� �� �� ��

3 �� �� �� �� �� �� ��

4 �� �� �� �� �� �� ��

5 �� �� �� �� �� �� ��

5名様以上の場合はお手数ですがコピーしてご利用下さい｡

】一一一■-一

1.代表者の方は､代表者欄の他参加者棚最上段にもご記入下さいo

2,指定各ホテルのルームタイプには限りがございますo

(注) 個人情報の取扱いについて 

手配の為に必要な範津内での宿泊機関等への 

個人情報の提供について同意の上､申込致しますb 

お申込順に受付ますが､ご希望に添えない場合がございますので､予めご了承下さい｡

･X払い戻し返金時の振込先口座名を下苫引こご記入下さい｡ (大会終了後清算用)

金 ��機関名 倡�5洩ﾂ�口座種目 佰ｸﾜ�MHﾘb�口座名義 

■お申込･お問い合わせ先■

名鉄観光サービス株式会社/名古屋兼支店

〒46ト0004　名古屋市東区葵3-22-5

TEL (052)-979-7210　<営業時間>土･日･枕休業

FAX (052ト933-7310　　09:00-18:00(月～金)

担当/鶏徳(けいとく) ･谷川(たにがわ)
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会場案内図
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第1会場:ウイングアリーナ刈谷
交通　電車: JR･名鉄刈谷駅､名鉄富士松駅より

名鉄バス｢総合運動公園｣バス停下車
バス:公共施設連絡バス西境線･東境線r総合運動公園｣

バス停下車

車:国道23号(名四国道)-ツ木ICより約5分

豊明ICへ

..{1.I

_･tL>

..払

.../QF

住所:刈谷市築地町荒田1番地
電話: 0566-63-6886

.<)LJ

ウイングアリーナ刈谷

刈谷総合運動公園

I

第2会場:刈谷市体育館呈霊鳥-15Si讐君T,4;3.2

交通　電車:名鉄刈谷市駅駅下車徒歩約15分
J R逢妻駅下車徒歩約10分

バス:公共施設連絡バス　小壇江線｢体育館｣バス停下車

車:国道23号(名四国道)有松ICより約20分

JR東海道本選
大府市へ

刈谷市体育館

刈谷北高校
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