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神奈川県社会人バドミントン連盟言増
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各社会人クラフブバドミントン連盟　御中

第4回全国社会人クラブバドミントン(個人戦)開催のご案内

拝啓

春暖の候､ますますご健勝のこととお慶び申し上げます｡

貴連盟に置かれましては､ますますのご発展のことと心よりお慶び申し上げます｡

平素は格別のご高配を賜り､厚く御礼申し上げます｡又､平成1 6年に発足いたしました

｢全日本社会人クラブバドミントン連盟｣の活動にも格別のご理解､ご協力を賜り厚く御礼申し

上げます｡

さて､全日本社会人クラブバドミントン連盟の発展の一環として｢第4回全国社会人クラブバド

ミントン大会(個人戦)｣が､このたび神奈川県小田原市で開催する運びとなりました｡

つきましは､貴連盟のご理解とご支援を賜り､貴下所属の社会人クラブの選手団の派遣をお

願いいたしたくねご案内申し上げます｡参加申し込み等につきましては､下記の通り大会要項

等を同封いたしますまで､宜しくお願い申し上げます｡

多数のご参加をお待ちしております｡

敬具

記

1大会要項

2　第3回優勝者･準優勝者リスト

3　大会会場等のパンフレット　3部

4プログラムへの広告掲載のお願い､要項､申込書

5　ご宿泊のご案内､申込書

問い合わせ先　　神奈川県社会人バドミントン連盟

総務　井　田　満　男　090-3597-1677

以上



第4回　全国社会人クラブバドミントン大会(個人戦)

実　施　要　項

1.主　　催　　全日本社会人クラブバドミントン連盟

2.主　　管　　神奈川県社会人バドミントン連盟

3.後　　援　　(財)日本バドミントン協会　神奈川県バドミントン協会　神奈川県教育委員会

神奈川県体育協会　　　小田原市教育委員会　　　′J､田原市体育協会

小田原バドミントン協会　　　神奈川新聞社　　　小田原ケーブルテレビ㈱

4.協　　賛

5.日　　時

6.会　　場

7.種　　目

8.参加資格

ヨネックス㈱　　　㈱ゴーセン　　ウインザーラケットショップ

ハローダックスポーツ　バドミントンプロショップウェンプレー

ラケットショップフジ　落合コーポレーション　スポーツデリバリーイケダ

平成23年6月18日(土)　9時00分　受付

9時30分　開会式

10時00分　競技開始

平成23年6月19日(冒)　9時30分　競技開始
･ 6/1 8は男女ダブルス全試合を実施予定です｡また､申込数によっては混合

ダブルス及び男女シングルスの1,2回戦も6/1 8に実施する事があります｡

小田原市総合文化体育館(小田原アリーナ)
〒250-0866　小田原市中曽根263番地　　Th 0465-38-1144

…芸に悪霊言　霊:霊
(3) 30歳以上男子　単･複

三三室享l=.享
(8) 55歳以上男子　単･複

'(19.,) 33霊芝圭芸言霊:霊

(ll)70歳以上男子　単･複

(12)30歳以上女子　単･複

(13)35歳以上女子　単･複

(14)40歳以上女子　複

(15)45歳以上女子　複

(16)50歳以上女子　複

(17)一般混合複

(18)合計7 0歳以上混合複

(19)合計8 0歳以上混合複

(20)合計9 0歳以上混合複

*但し､年齢計算は平成23年4月1日現在の満年齢とする｡

*申込数の少ない種目は､若年齢に組み入れる等の調整をする事もあります｡

(財)日本バドミントン協会に平成2 3年度登録済みの一般社会人に限る｡

但し､実業団連盟･教職員連盟･レディース連盟に登録者した者は除く
当大会の前年度の優勝者及び準優勝者は､推薦枠(参加制限枠外とする)

但し､ダブルス及びミックスは同一パートナーとする｡

9.参加制限　･各都道府県とも､各種目2名及び2組までとする｡主管県についてはこの

限りではない｡但し､複のパートナーは､同じ都道府県とする｡又参加数

により､主管にて調整することがある｡
･一人2種目までとする｡但し､単と混合復は兼ねて出場できない｡



10.競技規則　　平成2 3年度(財)日本バドミントン協会度競技規則並びに大会運営規程･

公認審判員規程による｡但し､参加人数によりポイント制限を行うことも

あります｡

ll.使用シャトル　　平成2 3年度(財)日本バドミントン協会第1種検定合格球を使用｡

12.競技方法　　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｡

13.参加料　　一人1種目につき単3,500円､複1組7,000円

但し､全日本社会人クラブ連盟に未加盟の都道府県については､単4,0 0 0円､

複1組8,000円とする｡

14.申込方法等･各都道府県社会人クラブ連盟又は各都道府県協会で取りまとめて所定の申込

入力フォーマットに必ず入力の上､下記まで印刷された用紙を郵送して下さい｡

入力フォーマットは､ ｢全日本社会人クラブバドミントン連盟｣のホームペー

ジからダウンロードして下さい｡

･申込先　　〒232-0053　横浜市南区井土ヶ谷下町1 7-1-3 0 1

柿　沼　隆　馬　気付

第4回全国社会人クラブバドミントン大会競技事務局　宛

･振込先　　みずほ銀行　鶴ヶ峰支店　普通預金　No.1999528

名義　　神奈川県社会人バドミントン連盟
*振込期限　　平成23年4月27日

･問い合わせ先　　　柿沼流馬　　携帯　080-1308-6576

メール　kacky.bad.kanagawa@gmail.com

15.申込期限　　平成23年4月27日(水)必着

16.表　　彰　　各種目1位から3位までを表彰する｡

17.その他　･本大会参加に際して提供されました個人情報は､本大会活動のみに利用する

ものであり､それ以外に利用することはありません｡
･組合せは主管連盟競技委員会に一任とする｡

･申込期限後の取消及びメンバー変更は認めません｡又､参加料の返金も致し

ません｡
･主審は主管にて行い､線審については敗者審判とします｡

･競技中の衣装は色っき着衣については､ (財)日本バドミントン協会審査合格

品とする｡又､背面には必ずクラブ名と都道府県名の両方の表示をすること｡

なお､個人での参加者はクラブ名の代わりに個人名を表示すること｡

例　　　タテ　15cm　　ヨコ　30cm

神奈川クラブ 

神奈川 

個人名 

神奈川 

･競技中の事故については､応急処置はしますが主催者はその責任を負いません｡

但し､選手は全員傷害保険に加入します｡
･本大会の詳細･連絡等を｢全日本社会人クラブバドミントン連盟｣のホームペ

ージに随時掲載していきます｡ http ://www.hellonet.or.jp/～hisato/msbuindex.html



第3回全国社会人クラブバドミントン大会(個人戦)

2010.06.12-13　いしかわ総合スポーツセンター

考

種目 冲H��準優勝 �｢�

一般男子単 �-�.x*�-ﾘ.�.h*B�ながいだいきち �+ﾘ,H-8+h-ﾈ+8*�*ｲ�しおだきよう-い 
村上亮 ��I�Xｶr�立藤正晃 �*ｩ68ｻ�[ﾒ�

(石川.MBA) 宙圷�"阮�D$2��(京都.BADMINTONヽflLLAGEJ 忠��=��ﾂ�7H8ｨ8h�ｸ4��ﾈ8ﾂ��

30男子単 �,�+X-ﾈ,ﾈ-H-�+2�あらきなおと 汎ﾈ,x.�,h*"�とどころかずや 二嶋延久 俎)m�+ﾉ�ﾂ�宍戸基 丶�ｨ耳ﾜb�

(広島.スクラム) 忠�Xﾞ2顋�$�(橙��(三重.泊山クラブ) 宙ﾅ�F粢�V�ﾆ����

35男子単 �+ﾘ*�*(-ﾈ+8."�とみもとえいたろう �*�.�+ﾘ*�*(*(+��いまいかずお 高井雅也 囘ﾈﾊ冏ｸ哩�驟��有田圭一 俑�皐自u��

(兵庫.三木シャトル) 宙ｹ�72��蹤�ﾆW"��(大阪.大阪フェニックス) 忠W亥"闔Hﾏｸ4�8�7R��

40男子単 �+ﾘ*�,ﾘ+X+�*H*(+��まのいさお �+ﾘ,�*�,�*�*ｲ�たけなかたかひろ 高楠光一 ��駭ﾈﾏr�田中直樹 兀�(hﾔhｫ��

(石川.小松クラブ) 忠�Xﾞ2餔(蝿橙��(京都.Antaler) 忠[ｨﾌ帝dﾈ圷4�8�7R��

45男子単 50男子単 55男子単 60男子単 65男子単 一般女子単 �.ﾘ+ﾘ,�-x*�,(-�.ｲ�くすもとなおき �.(+x+�,�*�*ｲ�ふじたひさし 渡辺勝浩 �>ﾙgｹ+ﾈ��家寿多直樹 �:�68ｷb�

(栃木.East) 忠�Xﾞ2馘ﾉ(h4�8�7R��(兵庫.SuperBird) 忠�Xﾞ2鞴��4�8�7R��

いながきしんじ �.(+x+�,ﾘ+h-��さとういちろう �+�*ｨ.ﾘ*�*(+b�

稲垣慎二 ��68ﾋ2�佐藤一郎 倡��ﾈﾆｩ?��

(島根.嶋本医院) 宙圷�"驟h鈺$2��(岡山.真備BC) 宙圷�"阮�D$2��

ながいたかし �.h+�.(-ﾈ-ﾈ+8-�.ｲ�やまもとせいじ �,�*�-�.x,ﾈ-ｨ.��

永井孝 ���(葈ﾔ��山本清二 �(i�ｨ福�

(岡山.永井BC) 宙��椶蕋�"����(京都一舞鶴クラブ) 忠[ｨﾌ定-�+8+8-�橙��

あおやまのぶゆき �.(-ﾈ+h*h*(+H-H.ｸ*B�うしおとしあき �+X.ﾘ*ﾘ,ﾘ+h-��

青山伸幸 伜)ц毎蕀��牛尾俊秋 �id���

(愛知.大門バドミントンクラブ) 忠[ｨﾌ帝�ﾖ(4�8�7R��(兵庫.ADVANCE) 忠[ｨﾌ堤�蘭��蘭��

おかくにおみ �+�,ﾘ.x+ﾘ*�+R�すぎたによしあき �*ﾘ-ｨ*�.ﾘ-ﾈ+8-�.ｲ�

同国臣 傅ﾈﾋIY��杉谷義明 亶i]ｹ�ﾉ�8ﾅｲ�

(大阪.阪南クラブ) 忠[ｨﾌ定蕀m��H,h/�-ｨ4�8�7R��(大阪.九中クラブ) 忠�Xﾞ2蝌4�8�7R��

こやなぎともこ �,ﾘ+X+�-�*ﾘ-ﾒ�ませさやか �-ﾈ,(.�,h-ﾈ.H-ﾒ�

小柳知子 仆HｶﾈｷiOﾂ�間瀬さやか 傴ﾉgｹ�騏)Oﾂ�

(島根.嶋本医院) 忠�Xﾞ2蝌4�8�7R��(愛知.RHBT) 宙ｹ�72�5�48�ｸ6x4ｸ�ｸ8ｸ5鋳�



種目 冲H��準優勝 �｢�

一般男子複 �+8,h*H*ｸ.h*Bﾘ*"�やまだりゆういち �*�-H*�.ﾘ,h.�-ﾘ,"�うめもとしゆう-い 

佐藤恭平 伜)69{(爾�虻川友光 僭馮ｸ�9[ﾒ�

はがたけひろ �*�*�+�+h.H/��はやしじゆんいち �*(.ﾘ.�,h,ﾈ-H.(+r�

芳賀岳洋 �ｩ68��林潤d 舒)gｸ精�r�

(千葉.ちば-ず) 忠�ﾉL"飆��ﾒ�4�8�7R��ﾈ�"��%f�FT�誚X*"�I大鰐.三国クラブ.大阪.泉北バ-ド) 宙蓼��6ﾘ7�6x�ﾈ8ﾈ6�4�鞴�B�4X48984�5ｒ�

30男子複 �-ﾈ,(,�.x,H,(."�みやでらしげゆき �+ﾘ*�+�+X/�+b�LLどもとい 

松原哲也 亶ｸ鮑�ﾗ2�高田真二 俯8ﾌｸｮ��

えいよまさお �-ﾈ,(.�,h+X.H/�*(+��うたつときお �,�*�-�.x*(+8*��

栄代正男 傴ﾉgｸ�(爾�卯辰外書男 �(i�ｨﾏr�

(石川.飛押会.石川.MBA) 宙ﾅ�F粨-ﾘ,x.育84�8�7R��(石川.pa11dー)ra.石川.親友クラブ.) 忠?�{2飆��(4�8�7R�?�Zﾂ闌���+X+(*B��

35男子複 40男子複 45男子複 50男子複 .5_5男子複ー �*(-ﾈ*(*�+�*��とみもとえいたろう �,�*ｨ*(+h.H/�*(+�.ｸ*B�とよだのりお 

今井一雄 囘ﾈﾊ冏ｸ哩�驟��長井純一郎 囘ﾉ69d��b�

みやざきあき �+8+ﾘ*�-�.ｸ*ｲ�きしもとけいた �.h+X+�-�,h+R�

宮崎明樹 俚)'ﾈﾔ���岸本圭太 亳y69�ﾒ�

ー宵山.井口クラブ.宵山.南条クラブ) 宙ｹ�72��蹤�ﾆW"��(兵庫.シャトル) 宙蓼��4X48984�5り蕀��衙�8ｾHｧ兀H�ｲ�

まつばらのぶゆき �*�.ﾘ*ｸ+ﾘ,h+X."�たなかかずひろ �+ﾘ,�*�,�*�*ｲ�

松原伸幸 ��ﾉfｹW�nr�田中-寛 �69(i+ﾈ��

おかもとてつや �*h/�,x*H.H*H+b�たかはしやすし �*ｸ-�.x*�,(."�

岡本哲哉 �9:�uH謦�高橋康司 冦��ｩ<Hﾜb�
r三..bl.買.船バドミントン7ラ7'-.£tn.-'ライト1ホ--/') ��X��hb�7W�W&d�&B驂yEﾂ�4Tﾂ�6cﾈ5h886x8ｸ,X�ｲ�(大阪.大阪フェニックス) 宙ｹ�72��蹤�ﾆW"��

かわはらまさはる �+ﾘ,�*�.h+X,ﾘ.��たかいたかゆき �,�,(+ﾘ-ﾈ+8*ｲ�

川原雅治 �69(i�����高井啓之 ��i69�8ｮﾂ�

もりもとすなお �,�*�+h-ﾈ-�.ｸ.H*ｲ�ふじたひさし �,(+h*�+�-�.ｸ,ﾈ-B�

森本順 �(i8xﾔ�b�藤田久 �-(ﾏｹuI�ﾒ�

(愛知.名古屋北クラブ) 宙ｹ�72陋8ﾅ�4�8�7R��ll大阪.童心クラブ.大阪.三国クラブ) 綿蟹&ﾒ荐･88(8ｨ5籀蟹&ﾒ�7H8�486x5�7ﾂﾘ62��

たかやすひろまさ �-8*ﾘ-ﾘ+�*(+�.ｸ*B�みうらまこと �,ﾘ+ﾘ,ﾈ.H*ｸ*��

高安博正 兀��X自��三浦誠 價inﾈﾔｹWb�

こんどうのぶひろ �-ﾈ+8*ｸ+�*H*(+�.ｸ*B�こいけひろゆき �,ﾈ-ﾈ*ｸ.h+X.H*ｲ�

近藤修弘 ��9m慰ｸ自��小池博幸 冢ﾉg�ｮﾈﾔｲ�

(京都.乙訓クラブ.京都.BWAYクラブl 緬[ｨﾌ貞�蘭��蘭�[ｩ�り,ﾘ,坪*(+ｒ�(埼玉.デビ′レバツツ) 忠�Xﾞ2餔(蝿檍自�Xﾞ2�4�"��

たむらあきお �.h+�.(-ﾈ-ﾈ+8-�.ｲ�やまもとせいじ �.(-ﾈ,�*�+X+�,ﾈ.��

田村昭男 ���(葈ﾔ��山本清二 伜)(i�8ﾉｲ�

なかむらかずひろ �,�*�-�.x+ﾘ+�*��ながもとけんじ �,�*�*芥.h+X,ﾈ.��

中村一弘 �(i�ｩ(�&｢�永本憲司 �(iOh��ｴ��

(和歌山.Jewel) 宙��椶蕋�"����(京都.舞鶴クラブ) 忠�Xﾞ2�,�*�.h+X7�8��ｸ5鋳�



種目 冲H��準優勝 �7Hｪ��犬�

60男子複 �*�-H.x,ﾈ,h*ﾘ*ｸ-ﾒ�たかはしひでとし �+X.ﾘ*ﾘ,ﾘ+h-��のだしゆう-い 

池野徳公 俘(ｻH���"�塩飽初 冢ﾉ68�9[ﾒ�

やまもとひでお �*�*�.(-ﾈ,ﾈ-H.H*ｲ�うしおとしあき �*ｸ-�.x*�/�+b�

山本秀夫 ��(�)�ﾈﾔｲ�牛尾俊秋 冦��ｨﾉ(���

(石川.あすなろクラブ.石叫.額バード) 宙蟹&ﾒ��YnX6�6�7�986x984�8�7R��･兵取.Piy∩piyn.兵*_.ADVANCE) 唳8ﾉ72雹�785h6ｨ4�自5���5h886x8ｸ7H4�487R��

65男子複 �-�.x*(.ﾘ-8-ﾘ*��ひさだよしたか �*H+�+�-�.ｸ.(+r�もりしたまさゆき 

平岩文雄 亶i68ｶxﾔb�打田博保 ���ｩ�9Eb�

くりすまさみ �,x,x,h+X-�,ｲ�ふじえひさよし �.(-ﾈ+X+ﾘ+�*H+b�

栗須昌三 儷8�姻(���藤江久善 伜(岑ﾔｹ?��

(愛知.桜井.バドミントン.愛知-架海シャトルX') 幽蟹&ﾘ自(i�ﾈ5h886x�ﾈ*(蟹&ﾒ�8H98�ｨ�ﾈ5h8ｸ6��ｲ��t兵庫-竜神クラブ.兵庫.垂水クラブ) 忠=驂x�ｹ=驂x4�8�7R�=驂r靼��4�8�7R��

一般女子複 �-ﾈ*h+�+X,��くさなぎみゆき �*(*ﾘ+ﾘ,�,(-ﾒ�ひやくまるきようこ 

前田志奈 ���>9Oﾈﾔｲ�生田奈津美 儷8ｭｸｻ����

まえだかな �.ﾘ+ﾘ,�-x+8*�.��わかすぎあやね �-ﾈ+�+8.(*��

前田芳奈 �6饐8ﾛ��B�若杉文音 亊I�8+8.(*��

(滋賀.ブルーレイク) 緬�XﾈR蛆�FV笆ﾆvbyfﾙ�U"ﾒ�,�*優ﾈ-x8�鋳�(大阪.枚方殿-クラブ) 宙蟹&ﾒ�$�%B��

30女子複 35女子複 40女子複 45女子複 �-ﾈ,(+�,�*�+��たかくらあゆみ �+ｸ*ｨ*�*�.��たなかのぶえ 

松田奈緒子 俘)��*�.H-ﾒ�曽我佳織 �69(h路醴�

よしかわみきこ �+8,h*H-ﾘ*ｲ�かっだたまお �*�-H*�.ﾘ+h.H/�+��

吉川美希子 俚):���ｴr�勝田瑞緒 ���ﾈ�8���

(石川.美川クラブ) 宙蟹&ﾒ�$�%B闃I&ﾒ隍)���4�8�7R��(石川.津幡クラブ) 忠�Xﾞ2�4�"ﾉ�Xﾞ2艱%�6�竰�

くらもととしみ �*�.�+ﾘ*�*ｸ+��つじもとりえこ �.�.�.(-ﾈ.�/��

蔵本利美 冲ﾉ69k隸8���辻本里江子 ��亥)}B�

まえだみわこ �,h+X*�.ﾘ-ﾘ*ｲ�こもだみゆき �*�*ｸ,8*ｸ.h+X+��

前田美和子 凉駅�蓼ｴﾒ�薦田美幸 做以颱ﾈ���

(石川.津幡クラブ) 忠�Xﾞ2��Xﾞ87H4h6ｨ6(4�5ｒ�(大阪.大阪フェニックス.大阪-ATM) 忠[ｨﾌ定6�6�8��ｲﾙ[ｨﾌ剃��T���

いしあつこ �.(-ﾈ+X+ﾘ*h-ﾘ+��なんりひろみ �+X-ﾈ-ﾈ*ｲ�

石井厚子 伜(岑ﾆ)Oﾈ���南里博美 �8栄8ｴﾒ�

しんもとあけみ �*ｸ+X.�,h-ﾈ+8.b�かなまるさちこ �,�+X,h+X-ﾒ�

真本朱実 亊ﾙgｸ椹�"�金丸幸子 ��ﾈｴ儖ﾂ�

(大阪.枚方殿-クラブ) 忠�Xﾞ2驢�ﾏX4�8�7R��(兵庫.あじさい) 忠���ﾂ�*�+x,�.ｸ4�8�7R��

なかむらゆうこ �*�,ﾈ+X-ﾈ.h+X+��にしぞのみゆき �-ﾘ.(.�.�-�,h-ﾒ�

中村祐子 儁�8x�����西薗みゆき 亶ｹ��-�,h-ﾒ�

さかい_なるみ �-�+ｸ*�.ﾘ-�.ｸ-ﾒ�しぼたえっこ �*�.ﾘ+X-ﾂ�*h*(+��

酒井成美 俤y�ﾈﾔﾉOﾂ�柴田悦子 ��ﾉ8�����

(石川.フアンシャト,レズ.石.FIT.高松クラブ) 緬���ﾂ餔h�)�Br�8�7R����ﾂ駑Yth4�8�7R��(兵庫.cats) 忠[ｨﾌ貞�ﾆ��6�(自[ｩ��韭冰(*ｨｷR��



種目 冲H��準優勝 �｢�

50女子複 �.�.�.�,h+�*h+��かたいとやすこ �+�*ｨ+�*h+��みついしるみこ 

森本千恵子 兢�鏐ﾔ韈��古賀千悦子 倅�69��.�-ﾘ���

みずのえいこ �+h/�,ﾈ.h+X+��まんだいひろみ �+8*(,h*H,h+X*b�

水野恵以子 ���ﾉ|x���万代比登美 俤i:�W�ﾆ"�

I愛b1.RHBT.愛知.SETOMINTON' 忠���ﾂ�*�+x,�.ｸ4�8�7R��く人板.GANBARO.入野.リブレクラブI 宙蟹&ﾒ陏��ｸ棹4�8�7R��

一般混合複 �*h*(.h-ﾈ+8*��まつばらよしゆき �,ﾘ+�*ｨ.ﾘ+h.H/��おおみなみまさゆき 
栄代正男 傴ﾈﾋIu(ﾔｲ�長谷川純 ��Y>ﾈ葈ﾔｲ�

おくむらあきよ �+X.�+8.ﾘ,�,(-ﾒ�あざみちえ �+X-ﾈ*ﾘ.x-ﾈ*ｸ+��

奥村亜紀代 �ｩ��,�,(-ﾒ�薪千恵 �8����雍倡��

(石川.MBA.石川.美川クラブ) 忠��慂�"荐WvVﾂ��(石川.新神田クラブ.石川.飛押会) 忠���ﾂ��i��684�8�7X自���ﾂ餔(ﾟ�橙��

合算70混合複 �+�/�*ﾈ*ﾘ+�*H+b�よしおかなおき �.h+�+ﾘ-ﾈ+8+R�ながいじゆんいちろう 

千菊浩二 亳x圸+ﾈ��横田雅士 �+x皐�8自��

せんぎくよしみ �+8*�*(-ﾈ*ｸ+��よこたたかこ �*(*�,�*�-ﾒ�

千菊佳美 假�嫌�隶ﾈ���横田貴子 �')+ﾉOﾂ�

(大阪.泉北バード.大阪.スクラッチ) 宙悩�ﾂ�*�+x,�.ｸ�ﾈ�ﾈ8�7R謨ﾙ�ﾂﾉ-���ﾂ邵6x5�8�7R��l`兵庫.三木シャト,レ-兵庫.バドラーー 忠[ｨﾌ定5h886x8ｲ饉ｨﾌ定6�6�8��ｲ��

合算80混合複 合算90混合複 �-ﾘ.h+X.H*ｸ*��たなかかずひろ �-ﾘ.(+ﾘ,�.h+X-�.ｲ�なかむらかずひろ 

三好幸夫 �69(bﾘｫ��宮谷義浩 �(i�ｨ耳ﾔ��

やまもとのりこ �*�.�+ﾘ*�*ｸ+��なかむらゆうこ �.�.�.H*ｲ�

山本典子 冲ﾉ69k隸8���中村祐子 ��疫(��

(岡山.児島KⅠDS) 忠�Xﾞ2��Xﾞ87H4h6ｨ6(4�5ｒ�(石川.飛欄会.石川.フアンシャトルズ､) 忠��慂�"荐WvVﾂ��

えびすのゆうじ �+�+(+X-�.ｸ.H*ｲ�にしかわしんいち �*(*ﾘ+ﾘ*�/�*(+��

戎野裕二 傅ﾈ葎ﾔ�b�西川慎一 ��i68ﾉ(爾�

こにしえみこ �+x-ﾘ-ﾘ+�+��かのしまよしこ �+X/�.�,h*�*�-ﾒ�

小西恵美子 乂�Oﾉ'����彼島佳子 ��馮ｹx溢��

(徳島.ビッグテール) 宙ﾔﾉ8r��X�$2��(石川.金沢パドクラブ.石川.亀LLト台クラブl 忠�Xﾞ2馼y_ｹ6�ﾘ4�8�7R��



第4回全国社会人クラブバドミントン大会(個人戦)

プログラム広告掲載依頼について

拝啓　貴下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます｡

平素は社会人クラブバドミントンの活動にご理解､ご協力を賜り厚く･お礼

申し上げます｡

さてこの度神奈川県社会人バドミントン連盟主管にて第4回全国社会人ク

ラブバドミントン大会(個人戦)を6月18日(土)･6月19日(冒)の

両日小EB原アリーナにおいて開催する運びとなりました.

つきましては大会プログラムを作成につき広告掲載におけるご協力を賜り

たくご依頼申し上げる次第です｡

平成23年3月

rj

敬　具

神奈川県社会人バドミントン連盟

会　長　羽　隅　弘　治



第4回全国社会人クラブバドミントン大会(個人戦)

プログラム広告掲載要項

◎大会内容

タイトル/第4回全国社会人クラブバドミントン大会(個人戦)

日　　　　時/平成23年6月18日(士) ･19日(日)

会　　　　場/　小田原アリーナ

参加チーム数/　府･県よLJ　　チーム

参加　人　員/

競技方法/

400名

一般男子(単･複)

一般女子(単･複)

年代別男子(30･35･40･45･50･55･60･65歳以上の単･複)

年代別女子(30 ･ 35 ･40･45 ･ 50歳以上の複)

混合複(一般･合計70 ･ 80 ･ 90歳以上の複)

催/全日本社会人クラブバドミントン連盟

管/神奈川県社会人/Ⅵヾミントン連盟

援/ (財)日本バドミントン協会･神奈川県バドミントン協会他

◎大会プログラム内容

サイ　ズ　A4版

発行部数　500部　モノクロ印刷

広告料　　①本文中1ページ･････--･･30,000円

②本文中l/2ページ･････--15,000円

原稿版下/　原稿版下は完全版下を提供して下さい｡又申し込みと同時に送付

下さい｡ドロー用紙の場合は下記申し込み先へ送付下さい｡

申し込み期限　　平成23年4月30日(士)

申　し　込み　先　　〒220-0051横浜市西区中央2-24-12　竹　内　　久

(TEL 045-322-6165 ･ FAX　045-322-6166)

広告料振込み先　　みずほ銀行　鶴ヶ峰支店　普通預金　口座番号8035265

口座名義/神奈川県社会人バドミントン連盟　会計阿部誠

問い合せについて　竹　内　　久(TEL 045-322-6165)



第4回全国社会人クラブバドミントン大会(個人戦)

プログラム広告掲載申し込み書

1プログラム広告掲載を下記の通り希望します

希望される形式に○を付けて下さい｡

①　本文中1ページ

②　本文中Iiへ-ジ

霊連絡欄

年　　月　　日

会社名 ○｢クラブ名 ��

住所 �2�

高尾 ��

･担当者 ��

TEL ��

FAX ��



平成23年3月吉日

神奈川県社会人バドミントン連盟

総　務　　　井　田　満　男

ご宿泊のご案内

各　位　様

拝啓　時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます｡

さて､ご宿泊のご案内をさせていただきます｡

パンフレットを同封させ頂きますのでご検討の程､宜しくお願い申し上げます｡

なお､お申し込みは別紙用紙にてお願いいたします｡

*連泊される方は､宿泊先が異なる場合がありますのでご了承下さい｡

宿泊利用料　シングル(1泊朝食付き)6,300円～6,800円

問い合わせ･申込先

山　本　洋　彦
赤三
戸邑己舌　0465-38-1356

FAX　　0465-36-5602

〒250-0853　　小田原市堀之内37-1 1

締切日 平成23年5月25日　(厳守)



宿泊申込書

宿泊場所　　ホテルウニミ小田原　　電話　0465-24-0808

宿泊費 一泊朝食付き(バイキング) 6,300円～6,800円

平成23年　　月　　日

連盟(都道府県名)

申込責任者

住所

連絡先

メール

宿泊者氏名 偬迂�?｢��ｸ�8/�,(*�,H*ﾘ+�+8*"��

6/17(金).18(土).19(日) 

6/17(金).18(土).19(日) 

6/17(金).18(土).19(日) 

6/17(金)t18(土).19(日) 

6/17(金)一18(土).19(日) 

6/17(金)一18(土).19(日) 

6/17(金).18(土).19(日) 

6/17(金).18(土)ー19(日) 


