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期会
○　○

置　〇日場 平成28年11月25日(令)～11月27日(日)

士　箱　根　ラ　ン　ド

催管援主主後 (一財)中小企業レクリエ-シヨンセンター

神奈川県　バ　ド　ミ　ン　ト　ン　協

(公財)日　本　バ　ド　ミ　ン　ト　ン　協

東　京　都　バ　ド　ミ　ン　ト　ン　協

協　賛　ヨ　ネ　ッ　ク　ス

会

会

会

社



ご　あ　ん　な　い

一般財団法人　中小企業レクリエーションセンターが生涯学習事業の一環として開催して

おりますこの｢バドミントンふれあいグランドマスターズ大会｣は､皆様のご支援により第

1 6回目を迎えます｡今回もシニアの選手の皆様が勝負だけにこだわることなく､バドミン

トンを通じて交流を深め､ふれあう､明るく楽しい大会を目指しております｡

今大会を開催するにあたり､昨年に引き続き神奈川県バドミントン協会に主管をお願いし､

公益財団法人　日本バドミントン協会､東京都バドミントン協会のご後援､ヨネックス株式会

社にご協賛をいただき､第1 6回｢バドミントンふれあいグランドマスターズ大会｣を下記の

通り企画いたしました｡

つきましては､募集要項をご高覧の上､多数の都道府県からのシニアチームのご参加をい

ただきたくご案内申し上げます｡

記

主　主　後1　2　3

4　5　6

7

協　期　会　　稽

催　告　授　　賞　日　楊
一般財団法人中小企業レクリエーションセンター

神　奈　川　県　バ　ド　ミ　ン　ト　ン　協　会

公益財団法人　日本バドミ　ントン協会

東　京　都　バ　ド　ミ　ン　ト　ン　協　会

ヨ　ネ　　ッ　ク　　ス　株　式　会　社

平成28年11月25日(金)～11月27日(日)

富士箱根ランド体育館(6コート)

静岡県田方郡函南町桑原笛場1354 (也.

目　団体戦　Aブロック　女子50歳以上複

男子50歳以上複

混合50歳以上複

Bブロック　女子60歳以上複

男子60歳以上複

混合60歳以上複

8.競技規則

9.競技方法

055-985-2111 Fax. 055-985-2382)

(合計110歳以上)

(合計110歳以上)

(合計110歳以上)

(合計125歳以上)

(合計125歳以上)

(合計125歳以上)

(年齢は､平成28年11月25日の時点での年齢とする)

平成2 8年度･日本バドミントン協会競技規則､同大会運営規定による｡

予選リーグを行い各ブロックの順位による決勝トーナメントを行う｡

ただし参加数によっては､上記の方法とは異なる場合があります｡

その場合も各チームが毎日対戦し､合計4-6対戦を確保する予定です｡

詳細は監督会議で発表いたします｡

10｡組合せ　大会事務局にて行い､中小企業レクリエーションセンターホームページにて

公表します｡

11｡使用器具　平成28年度･日本バドミントン協会検定合格品とする｡



12.参加資格　単独クラブまたは､各都道府県よりチームを編成した混成チーム｡

※チーム編成は監督を含め6-8名(但し､監督も選手として登録可)

※1試合1人1種目出場とする｡ 2種目出場した1種目は0-2の負けとする｡

13.競技日程　11月25日(金)　午前11時00分　受付開始(受付後､自由練習可能)

午後12時15分　監督会議

午後　1時00分　開会式(富士箱根ランド･体育館)

*開会式終了後､ 1回戦開始

午後　7時00分　交流会兼夕食一飲み放題

11月26日(土)　午前　9時00分　試合開始(富士箱根ランド･体育館)

11月27日(日)　午前　9時00分　試合開始(富士箱根ランド･体育館)

※試合終了後､表彰式(優勝,準優勝〃3位に記念品､賞状を授与する｡ )

14｡服　装　選抜の服装は原則として白を基本とし､:色付き着衣については､

(公財)日本バドミントン協会審査合格品とする｡

※ゼッケンについて:チーム名または都道府県名を表記し背中につけて下さい｡

15.応急処置

16｡参加料

17｡申込方法

18｡振込方法

19.申込締切

20｡宿泊食事

21｡その他

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で負担｡

1チーム1 5.000円(事前にお振込み下さい｡ )

別紙申込書に必要事項をご記入の上､下記-送付下さい｡

※但し､先着3 2チームまでとさせていただきます｡

〒154-0024東京都世田谷区三軒茶屋2-30-3ルミエール三軒茶屋102号室

一般財団法人中小企業レクリエーションセンター

『バドミントンふれあいグランドマスターズ大会事務局』

TEL. 03-6450-9310　FAX. 03-6450-9330

振込先　みずほ銀行　青山支店　普通預金　NO.2119178

口座名(-財)中小企業レクリエーションセンター

平成28年1 1月4日(令)まで必着とする(FAX可)｡

別紙宿泊申込書による｡

大会当日の受付は11月25日(金)午前1 1時より開始いたしますが､開会

式までは自由行動といたします(練習可能)｡

開会式は午後1時より実施､続いてリーグ戦1回戦を行いますので参加者

は全員ご出席下さい｡

宿泊申込者のお部屋-の入室は午後3時を予定しておりますので､その間

着替室兼荷物置場をご用意いたします｡

以上
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【電車の埠合】

囲75分小田原60分関所｡o 富士箱根ランド

⇒_　　　e e e
小田急ロマンスカー　　バス　　　　　　バス

▲小田原より伊豆箱根バス5番｢関所行き｣ ｢関所｣下車､乗り換え

▲ ｢関所｣より伊豆箱根バス2番｢十国峠経由熱海行き｣富士箱根ランド前下車

圏　50分　熱海　50分　富士箱根ランド

●揃道新幹線　●　バス　●　▲熱海より伊豆箱根バス1番｢十回曜日元箱根行き｣｢富士箱根ランド｣下車

【お手の場合】
画質インタ｣30分厚木インター30分　箱根ロ30分　箱根峠居士箱根ラン申

e e e e　▲轟名高寂醗損一厚木小田部髄路･厚木一力ぜ原

東名高速道路　　　小田原厚木道路　　箱根新道　　　　　箱根新道入ロー出口(箱根峠信号左折1. 7 ㌔右側)無料

i用賀インター170分　御殿場インター　50分　富士箱根ランド

葛I SI　　　　　　　　　　葛I　　　▲御殿場インターから仙石原､芦ノ湖スカイラインを経て富士箱根ランド-

東名高速道路 ･般道または芦ノ湖スカイライン

一般財団法人中小企業レクリエーションセンター

富士箱根ランド
〒154-0024東京都世田谷区三軒茶屋2-30-3　ルミエール三軒茶屋1 0 2号室

TEL. 03(6450)9310　FAX. 03(6450)9330
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大会要項の記載事項を了承の上､下記のとおり申込みいたします｡
※当てはまる項目にレ点を付けて下さい｡ □初参加　□過去参加有/　□日帰参加　□宿泊参加

園チ　ー　ム　名

菓申込責任者

獲住　　　所〒

園所属(都道府県名)

音電話番号

漢携帯電話

≪余加者名簿≫≪参刀口舌名簿≫種目A≡●女子50歳以上複(合計110歳以上畜●男子50歳以上複(合計110歳以上)●混合50歳以上複(合計110歳以上) 

氏名 �-8.�*ｨ,��性別 僖驃��生年月日 偖ｨ��

監督 1. �� ��昭和年月日 稗�

2. �� ��昭和年月日 ��r�

3. �� ��昭和年月日 稗�

4. �� ��昭和年月日 稗�

5. �� ��昭和年月日 ��r�

6. �� ��昭和年月日 ��r�

7. �� ��昭和年月日 ��r�

8. �� ��昭和年月日 ��r�

≪選手登録について≫ ◆選手は申込時に選手登録をしていただきます｡ ◆選手6-8名とします｡

≪選手変更について≫ ◆受付時に変更申請書を提出していただきます｡ (プログラム受取前) ◆変更内容は問いません｡ (チーム間の移籍も可能)

◆監督会議にて承認､決定いたします｡ (それ以降の変更は出来ません)

※1試合1人1種目出場とする｡ 2種目出場した1種目は0-2の負けとする｡ ※選手はチーム名または都道府県名を表記したゼッケンを背中につけて下さい｡
大会事務局　　〒154-0024東京都世田谷区三軒茶屋2-30-3ルミエール三軒茶屋1 02号室　FAX｡03-6450-9330 TEL.03-6450-931 0

一般財団法人　中小企業リクリエーションセンター　富士箱根ランド　担当　服部､上竹
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大会要項の記載事項を了承の上､下記のとおり申込みいたします｡

※当てはまる項目にレ点を付けて下さい｡ □初参加　□過去参加有/ □日帰参加　□宿泊参加

菓チ　ー　ム　名

獲申込責任者

菓住　　　所〒

臆所属(都道府県名)

臆電話番号

臆携帯電話

≪参加者名簿≫種目B‥●女子60歳以上複(合計125歳以亜●男子60歳以上複(合計125歳以上)●混合60歳以上複(合計125歳以上) 

氏名 �-8.�*ｨ,��性別 僖驃��生年月日 偖ｨ��

監督 1. �� ��昭和年月日 ��r�

2. �� ��昭和年月日 稗�

3. �� ��昭和年月日 ��r�

4. �� ��昭和年月日 稗�

5. �� ��昭和年月日 ��r�

6. �� ��昭和年月日 ��r�

7. �� ��昭和年月日- ��r�

8. �� ��昭和年月日 ��r�

≪選手登録について≫ ◆選手は申込時に選手登録をしていただきます｡ ◆選手6-8名とします｡

≪選手変更について≫ ◆受付時に変更申請書を提出していただきます｡ (プログラム受取前) ◆変更内容は間いません｡ (チーム間の移籍も可能)

◆監督会議にて承認､決定いたします｡ (それ以降の変更は出来ません)

※1試合1人1種目出場とする｡ 2種目出場した1種目は0-2の負けとする｡ ※選手はチーム名または都道府県名を表記したゼッケンを背中につけて下さい｡
大会事務局　　〒154-0024東京都世田谷区三軒茶屋2-30-3ルミエール三軒茶屋102号室　FAX｡03-6450-9330 TEL,03-6450-931 0

一般財団法人　中小企業リクリエーションセンター　富士箱根ランド　　担当　服部､上竹



一般財団法人中小企業レクリエーションセンター生涯学習事業

ニi二煉一一二土工ふ-≡泊高言i葵圭◆ 一一年一一 �� �� 

∴雪ジー1.1〆櫛一二三_-雪 劔〆｢ ���ｹ.�咤�嘩-_叩∴込早 

チーム名
T

住　　所

代表者名

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯電話

No 倩�kﾂ�電話番号 �:�ｨｯ9eﾘ�)kﾂ�宿泊希望 

I �� ��ABCD 

2 �� ��ABCD 

3 �� ��ABCD 

4 �� ��ABCD 

5 �� ��ABCD 

6 �� ��ABCD 

7 �� ��ABCD 

8 �� ��ABCD 

臆大会参加費
園宿泊食事代

1チーム/15,000円

11月25日(金)～2泊6食(消費税入湯税込)
Aコース-定員入室(3-4名入室) 1名様　25,500円

Bコース-2名入室　　　　1名様　27,500円

Cコース-1名入室　　　　1名様　35,500円

Dコース-1名入室　　　　1名様　23,500円

*宿泊ホテルの違いに

よる食事､入浴の相違

はございません｡

※各コースの中からお選びいただき､上記記入欄に○をして下さい｡

※Cコースは客室数の都合により先着1 0名標(1 0部屋)限定とさせていただきます｡

園宿泊ホテル: A｡ B｡ C○○,スコ-レプラザホテル(洋室タイプバス/トイレ付)

D-,-ホテル　富　士箱根(和室タイプバス/トイレ無･TV無)

(*ホテル富士箱根は､お布団の上げ下ろしはお客様のセルフサービスとなります｡ )

漢食　事　内　訳: 11月25日(金)レセプション兼夕食(飲物代含)

11月26日(土)　朝食･昼食･夕食

11月27日(目)　朝食･昼食(おにぎり弁当)

※ 1泊(ll/25or26)のみ宿泊を希望される場合は､事務局までご相談下さい｡

※大会参加費及び宿泊食事代は事前に下記口座までお振込下さい｡

園振　込　先:みずほ銀行　青山支店　普通預金　NO｡ 2119178

口座名:(-財)中小企業レクリエーションセンター

音申込書送付先: 〒154-0024東京都世田谷区三軒茶屋2-30-3ルミエール三軒茶屋102号室

(-財)中小企業レクリエーションセンター

｢バドミントンふれあいグランドマスターズ大会｣事務局宛

TEL03-6450-9310 / FAX03-6450-9330

8申　込締切:平成28年11月4日(金)まで必着(FAX可)


