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平成２３年度	 第３０回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 
埼玉県予選会の開催について（依頼） 

 
 
平素より、本協会の活動に御支援・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、標記大会を下記日程により開催致しますので、関係職員・生徒の派遣について、御配慮をお願

い申し上げます。 
	 なお、生徒引率を兼ねない役員の経費は本協会にて負担致します。 
 
 

記 
 
１	 大会期日	 	 平成２３年	 ８月３０日（火）	 ９：００	 	 シングルス 
	 	 	 	 	 	 	 	 平成２３年	 ８月３１日（水）	 ９：００	 	 ダブルス 
 
２	 会	 	 場	 	 久喜市総合体育館（第１体育館）	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 TEL	 ０４８‐７７１‐４２４５	 	  
 
３	 連	 絡	 先	 埼玉栄中学校・高等学校	 名倉	 康弘 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 〒355‐0018	 東松山市松山町１‐１３‐６３	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 学	 校	 ０４８‐６２１‐２１２１ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 携	 帯	 ０９０‐３３４５‐３１３５ 
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埼玉県予選会実施要項 
1. 主	 	 催	 埼玉県バドミントン協会 
2. 主	 	 管	 同上 
3. 期	 	 日	 平成２３年８月３０日（火）	 ９：００	 開会式	 シングルス 
	 	 	 	 	 	 	 平成２３年８月３１日（水）	 ９：００	 	 	 	 	 ダブルス 
4. 会	 	 場	 久喜市総合体育館（第１体育館）	 	 0480-21-3611 
5. 種	 	 目	 ジュニアの部	 男女単複 
6. 競技規則	 平成２３年度（公財）日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程ならびに同公認

審 
判員判員規程による。 

7. 競技方法	 トーナメント戦 
8. 使用用具	 （１）平成２３年度（公財）日本バドミントン協会第１種検定合格シャトルを使用する。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （各校持ち寄りとする。） 
	 	 	 	 	 	 	 （２）平成２３年度(公財)日本バドミントン協会検定合格用器具を使用する。 
9. 参加資格	 平成２３年度（公財）日本バドミントン協会登録会員で、埼玉県内の高等学校に在籍し 

ている本年度内に 18歳に達しないもので次の各項目に該当する者（外国籍は除く）。 
	 	 	 	 	 	 	 （１）平成２３年度全国高校総体県予選会シングルスにおいてベスト３２以内の者は、

シングルスの出場資格を有する。 
（２）平成２３年度全国高校総体県予選会ダブルスにおいてベスト３２以内の者は、ダ

ブルスの出場資格を有する。 
（３）会長杯争奪シングルス大会にて各ブロック１位の者はシングルス大会の出場資格

を有する。 
（４）平成２３年度埼玉県中学校総合体育大会においてシングルスベスト８の者は、シ

ングルスの出場資格を有する。 
（５）平成２３年度埼玉県中学校総合体育大会においてダブルスベスト４の者は、ダブ

ルスの出場資格を有する。 
	 	 ※	 両種目の資格を獲た者は、両種目とも選択できる。 
	 	 ※	 ダブルスについては、参加資格を有する者同士の組み替えを認めるが同校を原

則とし、欠ける場合は資格を失う。 
10. 参 加 料	 シングルス	 １，５００円	 ダブルス	 ３，０００円（大会当日に徴収） 
11. 申 込 み	 所定の大会申込書に記入・捺印の上、全日本ジュニア予選申込みと朱書きをし、郵送 

平成２３年	 ８月２６日（金）までに 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 〒３５５‐００１８	 東松山市松山町１‐１３‐６３ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 名	 倉	 康	 弘	 	 	 宛 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・連絡先	 	 学	 校	 ０４８‐６２１‐２１２１ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 携	 帯	 ０９０‐３３４５‐３１３５ 

※個人情報の取り扱いに関して 
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。	  
12. 組 合 せ	 シードについては、県強化委員会が行います。その他については、当日会場で組合せ抽

選を行います。 
13. そ の 他	 １）本大会の出場枠にのっとり、上位より埼玉県代表として９月１６日（金）～１９日

（月）新潟県新潟市で行なわれる全日本ジュニア選手権大会への参加資格が与えら

れます。 
	 	 	 	 	 	 	 ２）事故による応急処置は主催者で行いますが、一切の責任は負いません。 
	 	 	 	 	 	 	 ３）申込みの期日を厳守してください。 
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埼玉県予選会	 参加申込書 

学校名  
 

学校長名 印 顧問名 印 

 
＜男女シングルス＞ 
性別 氏    名 生 年 月 日 学	 年 協 会 登 録 参 加 資 格 
      

      

      

      

      

      

      

 
＜男女ダブルス＞ 
性別 氏	 	 名 生 年 月 日 学	 年 協 会 登 録 参 加 資 格 

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

 


