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平成26年2月15日㈲16日(冒)演,欝 
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平成26年2月22日㈲ 23日(日)
鐘彊醸[受付] 8:30 [開会式] 9:00 [競技開始] 9:30予選リーグ戦

鎧国璽[受付] 8:30 [競技開始] 9:30決勝･交流卜-ナメント戦

洲本市文化体育館メインアリーナ(しおさい縮)

五色台運動公園｢アスバ五色｣体育館アリーナ



ハト≡ントン交流大会開催要項

〃司書漢閏m

あわし島スポーツフェスティバルinすもと実行委員会

洲本市l洲本市教育委員会 ヨネックス㈱

◆1部(上級) ◆2部(中級) ◆3部(初級)

<1部(上級)･2部(中級)の部>

醒醸洲本市文化体育館メインアリ-チ(しおさい能)
〒656-0021兵庫県洲本市塩屋一丁目1番17号

TEL : 0799-25-3321 FAX : 0799-25-3325

<3部(初級)の部>

毎案D五色台運動公園｢アスバ五色｣体育館アIJ-チ
〒656-1344　兵庫県洲本市五色田島飽満2613

TEL : 0799-34-1177　FAX : 0799-34-1167

平成26年2月22日㈲
[受付] 8:30 [開会式] 9:00 [競技開始] 9:30

平成26年2月23日(日)
[受付] 8:30 [競技開始] 9:30 [表彰式] 17:00 (予定)

(1 )オープン参加とし､ 1チーム4人以上6人以内で申し込むこと｡

(2)選手の年齢が18歳以上(高校生以下不可)であること｡

(3)大会2日間とも出場できるチームであること｡

(1 )公益財団法人日本バドミントン協会競技規則を準用する｡バドミントンウェアーを着用すること｡

(2)各部とも団体戦とし､ 1試合3ダブルス戦を次のとおり行うこととし､必ず3試合行う｡

①女子ダブルス(必ず女子2名が出場すること｡)

②男子ダブルス(男子の代わりに女子が出場することも可)

③混合夕iフルス(男子の代わりに女子が出場することも可)

※全て21点ラリーポイント3セットマッチ(マックス30ポイント)｡

ただし予選はセッティングなし｡ 21ポイント打ち切りとする｡

(3)リーグ戦の順位は､①勝敗②直接対決③得セット率④得失点率の順で決定する｡

(4)大会1日目は､予選リーグ戦を缶う｡

(5)大会2日目は､予選リーグ同順位チームによる決勝･交流トーナメント戦を行う｡

※試合方法は､出場チーム数により変更する場合があります｡

(6)審判は､相互審判とする｡

(1) 1部(上級)先着8チ-A(2) 2部(中級)先着24チ-A(3) 3部(初級)先着32チーム

(いずれも参加申込書到着順)

1チ-ム5,000円

各ブロックの優勝､準優勝チームに表彰状･副賞(地元特産品等)を贈呈する｡



豪華副賞晶プレゼント

1倍リ-グ優勝チ-ムには､麗 劔劔凵��� ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 劔 
∴∴∴ 儺ﾈﾚ~<榎�ﾈ艇����������( ∴ ∴ 秦 :㊤誓聾碧め: ( 議箋 劔凵� 

∴ ∴- ����������v亦t�� 劔劔 ��∴∴一一∴∴-∴∴一一∴∴∴-i∴∴∴∴ � 

∴∴∴-∴ �-HｴR�%�ﾂﾂ��｢�辛:∴∴∴ 一丈で(一 三∴.∴∴∴ 劔劔〇°一° i-i__ 劔-~/楽喜 /凝 i-言主/ 

+ .∵ --ill,､ ∴ ��r��Δ����ぺ�ぴﾘ�����ﾒﾒﾙ.ﾒﾒﾒﾒ褪苒ﾘ.r篦����ｳﾒbu�ﾒﾒ�凵���諱��� �����ｨ耳�����ﾙgﾊF佶ﾈ���闔ｩJﾙNｸ.��手薄" 第残務 �>eR��鵜 凵��Z〇一1 ｣ー____-｣一一一 1○○ �58ﾋ��｣��ﾂ�友�"�ヽ i詩 ~一審きま 一心 ,-I-. 况ｨ��饅凭ﾒ�&ｸｶ�ｶ���ｨ奉��ょ�簽･E���ｸ抱蓼峯�ｨ而�-�ｨ���∴∴ .:∴. ∵一㌢∴∴ 圭茎-轟エ::∴ ∴ :∴ 

敬治窯 :∴言､:: 僮-':"i-"---I.I-闘懸繋ぎ＼心 意. 冲澄 II/ �ﾈｶ2�>ｩiｲ�+8�h抱�r�○ ぎ ��r�������r����个����-∴∴∴∴∴∴∴∴ 彊援冨田桂一 ･∴∴∵一一一 一∴∴ --I.-譲三 一一∴史書ヽ -_.a-S ∴∴ ∴∴∵- チームにも地元特 劔∴∴- � 

'EjT ∴∴､∴∴ ∴.ー ∴∴能弁∴∴ I..---..ill_. 卦●与J', ∴三三∴一.一 ,'路玉ね 劔剪�亦�

i._(i ∴∴∴∵∴∴- 牛｢.∴. 〆寡`_/i- 二_,I,.,i,rYに,諌言-----.--▲イ実機'm ∴ .∴∵∴∴∴∴∴ 産品を多数準備してし � 

i洲本温泉i 

メ.i-rJJL 十,､iI -第, -千,蕊,L謙譲張番ーi謙二ii,/ゝ ます○ 

i/㌍繕-/ 一一一認I'窟 ∴∴ ÷`一一＼1㌔ ぶ'JT'1- 慈iF,i~:子吉 ～._,､.=X..I.-." ･_闇 ｢3年とらふくi/一議 :十一十∴∴ 語間詰問翠襲撃 一二二三二三二 

〇〇〇〇 

SSSS 8°｢JC"Tl1-貝 

(1 )申込期日は､平成25年12月17日(A)までとします｡
※募集チーム数に達した時点で受付を終了いたします

①所定の｢参加申込書｣に必要事項をご記入のうえ､お申し込みください｡ 【FAX可】

②参加費を次の指定口座へお振り込みください｡

参加費が振り込まれていない場合､申込みはキャンセルとします｡

三井住友銀行洲本支店　種別:普通　口座番号:5203516
あ　わ　　じ　しま　す　　ぼ　一　つ　ふ　え　す　て　　い　ぼ　る　　いん　す　も　と　じ　つ　こう　い　いん刀､い

口座名義:あわじ島スポ-ツフェスティIVレinすもと実行委員会

【注1 】振り込まれた参加費は､返金いたしませんのでご了承ください｡

【注2】振込手数料は､申込者様でご負担ください｡

(2)組合･抽選は､平成26年1月10日鈴に主催者が行います｡

(3)監督者様宛に､次の資料を平成26年1月15日妹)に発送します｡

①抽選結果　②昼食弁当申込書　③会場案内図　④洲本市観光パンフレット

⑤大会連絡事項　⑥選手変更届　⑦その他関係資料
※大会当日の昼食弁当を希望されるチームは､ ｢昼食弁当申込書｣によりお申し込みください｡

※申込後､選手に変更が生じた場合､ ｢選手変更届｣をソフトバレーボール交流大会は平成26年2月7日㈲､

バドミントン交流大会は平成26年2月14日㈲までにご返信ください｡

( 1 )大会中のケガ等については､主催者で加入する傷害保険以外､一切の責任を負いません｡

(2)請合球(シャトル)は主催者で準備します｡なお､ソフトバレーボール交流大会は各チームで

必ずゼッケンをご準備ください｡
(背番号付きのユニフォームを着用されるチームは必要ありません｡)

あわじ島スポ-ツフェスティIVレinすもと実行委員会事務局(洲本市教育委員会体育保健課内)

〒656-0027　兵庫県洲本市港2番26号　TEL : 0799-24-7632　FAX : 0799-26-1510



`2014'あわじ島スポ-ツフェスティバルinすもと,バドミントン交流大会

加申込

(申込日:平成25年　　月　　日)
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※監督者様宛に抽選結果等を郵送いたしますので､記載漏れのないようご記入ください｡
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※主催者で傷害保険に加入しますので､記載漏れのないようご記入ください｡
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間1洲本市への交通手段について､お尋ねします｡次のいずれかを○で囲んでください｡

自家用車　　　　　　　公共交通機関

間2　洲本市内での宿泊を希望されますか?次のいずれかを○で囲んでください｡

希望する　　　　　　　希望しない

｢希望する｣にご回答の場合､問3についてもご回答ください

間3　宿泊先の予約方法について

淡路島観光協会ツーリストに

依頼する 依頼しない

※淡路島観光協会ツーリストは､当イベントにご協力をいただいており､皆様方に｢安心! ｣｢お得! ｣な

宿泊先をご案内させていただきます｡ (インターネットより格安なプランもございます｡)

希望されたチームには､後日ご希望をお伺いしご調整をさせていただきます｡


