
事 務 連 絡                                                  

                          平成２５年６月９日

全日本社会人バドミントン大会選考選手 各位

                                             埼玉県バドミントン協会

会 長 磯 井 貞 夫

第５６回全日本社会人バドミントン選手権大会要項送付について

時下、皆様におかれましてはますますご健勝のことと存じ上げます。

さて標記の件につきまして要項が届きましたのでお送りします。なお申込手続きについては下記の様にお願い

いたします。

記

１．申込方法  所定の申込用紙をダウンロードし、作成の上事務局へ申し込む。

    〒３３９－００５２ さいたま市岩槻区太田１－４－１

            県立岩槻商業高校内

埼玉県バドミントン協会事務局 藤松 津吉 宛

ＴＥＬ ０４８－７５６－０１００

      ※事務作業軽減のため郵送と共に、e-mail（ＥＸＣＥＬデータ）を送信してください。

           e-mail fujimatsu@saibad.com   e-mail だけでは、申し込みとなりません。

２．申込期日  平成２５年６月２８日(金)までに必着のこと。

                    （郵送、持参以外は受け付けません。）

３．参加料・    一人あたり手数料１，０００円 ＋ 一人１種目につき７，０００円

    納入方法    （手数料は何種目でも同じです。 ダブルスは１組１４，０００円）

            郵便振替をご利用下さい。（通信欄に全日本社会人申込と記載）

                口座番号 ００１５０－４－５５４５６５

加入者名 埼玉県バドミントン協会

                申込書の裏面に郵便振替（控え）のコピーを添付してください。

入金確認はこの方法で行います。

ダブルスの申し込みにあたっては、ペアが埼玉県選手でない場合、ペアの方が相手方協会で出場権

を得ているかを確認の上、申し込んでください。

４．宿泊について 別紙申込書で各自予約をお願いいたします。

５．登録について 平成２５年度日本バドミントン協会の登録が必要ですので参加申し込みに合わせて

登録をお願いいたします。 今年度埼玉県予選会出場者は登録済みです。

                 ＊ 登録費 １名 年間 １，５００円（申込時振り込んでください）

６．会場について 第５６回全日本社会人バドミントン選手権大会専用サイトをご覧ください。

             http://www.osaka-badminton.jp/osaka/2013/all_workers.html

※ 受付状況について 埼玉県バドミントン協会のＷｅｂページに、掲載いたします。

※ 組合せ表は、第５６回全日本社会人バドミントン選手権大会専用サイトまたは、

埼玉県バドミントン協会のｗｅｂページにて掲載いたします。



第56回全日本社会人バドミントン選手権大会要項 
 

１ 主  催 公益財団法人日本バドミントン協会 

２ 主  管 大阪府バドミントン協会 

３ 後  援 大阪府、大阪府教育委員会、公益財団法人大阪体育協会 

４ 期  日 平成２５年８月３０日(金)～９月４日(水) 

(1) 代表者会議  ８月３０日(金) １７時００分   

ＢＯＤＹＭＡＫＥＲコロシアム（大阪府立体育会館）  多目的ホール 

(2) 開会式    ８月３１日(土) 9時００分より 下記２会場で開会宣言を行う 

①ＢＯＤＹＭＡＫＥＲコロシアム（大阪府立体育会館） 

②舞洲アリーナ 

(3) 競 技    ８月３１日(土)～９月４日(水) 

(4) 閉会式    ９月 ４日(水) 競技終了後（１４：００頃を予定） 

  ＢＯＤＹＭＡＫＥＲコロシアム（大阪府立体育会館） 

５ 会  場 (1) ＢＯＤＹＭＡＫＥＲコロシアム（大阪府立体育会館）＜２４コート＞ 

８月３１日(土)～９月４日(水) 

(2) 舞洲アリーナ＜２０コート＞８月３１日(土)～９月１日(日) 

６ 種  目 (1) 男子単 (2) 男子複 (3) 女子単 (4) 女子複 (5) 混合複 

７ 競技規則 平成25年度(公財)日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規定及び同公認審判員規程によ

る 

８ 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 

９ 使用器具 (公財)日本バドミントン協会検定・審査合格用器具及び平成25年度第1種検定合格水鳥球を 

使用する 

10 参加資格 下記のD及びEの項目の資格を有し、各都道府県バドミントン協会加盟で、平成25年6月 

1日(土)までに（公財）日本バドミントン協会に一般社会人として会員登録を完了し、次の 

ABC各項目のいずれかに該当する者 

        A 前年度本大会の男子単・複、女子単・複、混合複ランキング8位以内 

        B 平成25年6月現在の日本ランキング男女単・複・混合複１６位以内 

        C （公財）日本バドミントン協会決定の各都道府県割当数以内 

        D 日本国籍を有する者または日本国で出生し引き続き国内に居住している者 

        E （公財）日本バドミントン協会公認審判員の有資格者であること 

         なお、平成２３年度から平成２５年度を猶予期間とし、平成２６年度より完全実施する 

11 参加制限 (1) 各都道府県割当数は、男女各単１、複１を基礎割当とする 

       (2) 平成24年度（公財）日本バドミントン協会登録区分[一般]の各都道府県登録者の３％ 

乗じて割り当てる なお、この数は(1)の外数である 

       (3) 都道府県ごとに参加者が割当数に満たない場合には、主管県の判断により追加参加を認め 

ることができる 

       (4) 1選手は2種目以内の参加とし、単と混合複は兼ねられない 



 
12 組み合せ (1)  （公財）日本バドミントン協会が指名した競技役員長（レフェリー）の指示の下、 

競技審判長（デピュティーレフェリー）及び大阪府バドミントン協会間で厳正に執り行う 

       (2) 男女単・複は、参加資格Bのランキングによってシードする 

         なお、併せて平成25年度（公財）日本バドミントン協会大会運営規程第５章第２７条～ 

第３１条（シードを除く）を適用する 

         混合複は、平成２５年度（公財）日本バドミントン協会大会運営規程第５章第２７条～第 

３１条を適用する 

13  参加料と  (1) 各種目とも、一人一種目 ７，０００円(複は一組 １４，０００円) 

  振込方法  (2) 上記の内訳を、別紙参加料納入表に記入し、下記口座へ７月１３日(土) 

          までに振り込むこと 

           金融機関 三井住友銀行 守口支店 

           口座番号 普通 NO １２５９５５５ 

           口座名  大阪バドミントン協会 会長 三宅祐司（ミヤケユウジ） 

14 申込締切日  平成２５年７月１３日(土)必着のこと 

         なお、郵送（簡易書留が望ましい）・持参以外には受け付けない 

15 申込方法  大阪府バドミントン協会ホームページよりダウンロードした所定の申込書に必要事項を 

入力し、印刷を３通取り各々を正・副・控として、正・副に各都道府県協会長の印を捺印 

の上、所属都道府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 

なお、入力した「申込用ファイル」は電子メールにて大阪協会事務局へ添付ファイルにて 

送付すること 

16 申込場所  (1) 正 〒150‐8050 

                      東京都渋谷区神南１‐１‐１  岸記念体育会館内 

               公益財団法人日本バドミントン協会 事務局 宛 

         (2) 副 〒574‐0046 

              大阪府大東市赤井３‐５‐５ 第２池田ビル ２Ａ              

大阪府バドミントン協会 事務局 宛 

         (3) 控  各都道府県で保管のこと 

         (4) 「申込用ファイル」の送付先 

              osaka-bad@post.sannet.ne.jp 
17 着  衣  平成２５年度（公財）日本バドミントン協会大会運営規定第４章第２３条による 

         なお、日本リーグ・全日本実業団大会及び全日本教職員大会に使用したものも可とする 

18 宿  泊  別紙宿泊要項による 

19 表  彰  (1) 優勝者に優勝杯（持ち回り）、並びにレプリカ 

（公財）日本バドミントン協会より 優勝メダルを授与する 

         (2) 第２位及び第３位の選手に大阪府バドミントン協会より銀、銅メダルを授与する 

         (3) 各種目とも、優勝から第３位までの選手に表彰状を授与する 

 



 
20 大会事務局  〒574‐0046 

           大阪府大東市赤井３‐５‐５ 第２池田ビル ２Ａ 

            大阪府バドミントン協会事務局  

             電話072‐806‐8558   ＦＡＸ072‐800‐8546 

             ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  osaka-bad@post.sannet.ne.jp 

21 代表者会議   平成２５年８月３０日（金） １７：００ 

          ＢＯＤＹＭＡＫＥＲコロシアム（大阪府立体育会館）  多目的ホール 

         （注） 各都道府県から、代表者会議・開会式には２名以上必ずご出席ください 

             なお、別紙にて出席者氏名を７月１３日（土）までにご報告ください 

22 備  考    (1) 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、 

           これ以外の目的に使用することはありません 

         (2)（公財）日本バドミントン協会環境委員会からのお願い 

           ①（開催地の）ゴミの分別収集にご協力ください 

②（宿泊先の）部屋から出るときは、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 

         (3) 病気・事故に備えて、各自健康保険証を持参してください 

              けが等の場合には、可能な応急処置はしますが、各自の責任に帰することとします 

         (4) 厳正を期すために、申込期限・申込方法・宿泊申込について、特に期限等を留意して         

           ください 

         (5) 他の都道府県の選手と組んで複の種目に出場する場合は、両方の都道府県より申し込

むこと 

         (6) 本大会は敗者審判制（線審のみ）を導入します  

 
         (7) 大会会場所在地 

           ①ＢＯＤＹＭＡＫＥＲコロシアム（大阪府立体育会館） 

             〒556-0011 大阪市浪速区難波中 ３‐４‐３６ 

                   ＴＥＬ ０６‐６６３１‐０１２１ 

           ②舞洲アリーナ 

             〒554-0042 大阪市此花区北港緑地２ 

                   ＴＥＬ ０６‐６４６０‐１８１１ 

 

 

 


