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レディースバドミントン大会

公益財団法人 日本バドミントン協会  日本レディースバドミントン連盟

世界バドミントン連盟 (BWD
大阪府バドミントン協会  大阪府レディースバドミントン連盟

大阪府 大阪府教育委員会 大阪市 大阪市教育委員会 公益財団法人大阪府スポーツ協会

朝 日新聞社  株式会社ベースボール・マガジン社
ヨネックス株式会社

ダイドードリンコ株式会社  株式会社阪急交通社  ファイテン株式会社

2019年 10月 23日 (水)代表者会議 16130～   (受付 16100～ )

開 会 式 17:10～
10月 24日 (木)競   技  9:20～   F.G.H.J.K(予 選リーグ戦)F.G.H.」 .K鉄勝トーナメント戦)

25日 (金)競   技  9:20～   D.E(予選リーグ戦)D.E.F.G.H.」 .K(決勝l・
―ナメント戦)

26日 (土)競   技  9:20～   A.B.C(予選リーグ戦)C.D.E(決勝トーナメント戦)

27日 (日 )競   技  9120～  A.B.C(決勝トーナメント戦)

閉 会 式 競技終了後

第3会場 大阪市立浪速スポーツセンター 〒556-0011大阪 市浪速 区難波 中388
:LL 06-6643-6114

団体戦

2019年BWF競技規則、同大会運営規程及び同公認審判員規程並びに日本レディースバドミントン

連盟大会運営規程による。

(1)試合は3複のブロック別リーグ戦の後、上位チームで決勝トーナメント戦を行う。

(但し、参加チーム数により変更することもある。)

(2)参加数によリポイント誌1限を行う場合がある。

(3)一対戦において同一選手が2複を兼ねて出場することはできない。

(1)1チームは監督 1名 、選手6～ 8名 とし、コーチ1名 を置くことができる。

監督、コーチは選手を兼ねることができる。その場合には、選手欄にも氏名を記載すること。

なお大会当日選手5名 以下の時は失格とする。

(2)Aゾーン 競技レベルの高い選手で編成されたチーム

Bゾーン 3複の合算年齢271歳未満の選手で編成されたチーム

Cゾーン 3複の合算年齢271歳以上301歳未満の選手で編成されたチーム

Dゾーン 3複の合算年齢301歳以上320歳未満の選手で編成されたチーム

Eゾーン 3複の合算年齢320歳以上の選手で編成されたチーム

Fゾーン 選手各55歳以上で編成されたチーム

Gゾーン 選手各60歳以上で編成されたチーム

Hゾーン 選手各65歳以上で編成されたチーム

Jゾーン 選手各70歳以上で編成されたチーム

Kゾーン 選手各75歳以上で編成されたチーム

※/t~齢は2019年 12月 31日 現在とする。

(3)A・ G・ H・ J・ Kゾーンについては他都道府県との混成チームも認める。

(4)Bゾーンについては同一都道府県内での混成チームも認める。

(5)C・ DoE・ Fゾーンについては同一クラブ内でのテーム編成とする。

(6)申 込後の選手変更は変更届用紙に記入し、10月 16日 (水)までに日本レディースバドミントン

連盟と大会事務局宛、送付すること。F/Ⅸ可。(到着の確認を必ずすること。)

(7)海外チームについて(3)～ (6)はこの限りでない。

(公財)日 本バドミントン協会検定・審査合格用器具及び2019年第1種検定合格水鳥球を使用する。
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11.組 合 せ  (公財)日 本バドミントン協会が指名したレフェリー (競技役員長)も しくは、デピュティレフェリー

(競技審判部長)の指示の下、日本レディースバドミントン連盟との間で厳正に執り行う。

15.参 加資格  (1)参加者は2019年 (公財)日 本バドミントン協会及び日本レディースバドミントン連盟に申込締切日

までに登録済みの女性。

(2)Aゾーン参加者 (監督・コーチを含む)は (公財)日 本バドミントン協会のみの登録でも可とする。

(3)海外選手についての登録は問わない。

(4)なお参加チーム内、監督・コーチを含め過半数は(公財)日 本バドミントン協会公認審判員の有資

格者であることっ

海外チーム・A・」・Kゾーンブロック出場者は資格の有無を問わない。

16.申 込方法  所定の参加申込書に必要事項を記入の上、郵送すること。(FAXは不可)

17.申 込先   〒747-0825

防府市新田735

18.申 込期日  2019年 8月 2日 (金 )

野村 房子

19.参 力1料    (1)1チ ーム  30,000円

(2)参加料は、下記に振 り込むこと。

振込先 :西京銀行 彦島支店 普通 口座番号 :2054535

□座名称 :山 口県レディースバ ドミン トン連盟 理事長 清水世津子

侶電 子メール送付先 httβα 327@/a hο ♭‐Cθ くjP 三 名 多 実、7'w僣 毛る鑑 なし薇 tl

10.表   彰  (1)(公財)日 本バドミントン協会・日本レディース連盟より各ゾーン優勝、準優勝、3位に賞状を授与

する。

(2)ヨ ネックス(株 )より、Aゾーン優勝にカップ(持ち回り)及 び30万円、準優勝20万 円、3位 15万円、

B～ Kゾーン優勝、準優勝、3位チームには副賞を授与する。

(3)朝 日新聞社より各ゾーン優勝チームにメダルを授与する。

(4)最終日を除き、各ゾーン競技終了後1頂次表彰を行う。

11宿   泊 別紙宿泊要項による。

22.連 絡 先  〒577-0804大阪府東大阪市中小阪5-124ロ ーリニ人戸ノ里201

ヨネックス杯 国際親善レディースバドミントン大会2019大 会事務局

Tel・ Fax 06-4309-8506

13.鯖   考  (1)複数の都道府県選手でチームを編成する場合には、関係するすべてのtrl道府県より申し込む

こと。

(2)競技中における負傷の応急処置は行うが、以後の責任は各参加者の負担とする。

各自健康に十分注意することc但し、大会保険には加入している。

(3)競技中の服装は、自色または(公財)日 本バドミントン協会の審査合格品とする。

但し、海外の選手については間わない。

(4)背面の表示については(公財)日 本バドミントン協会大会運営規程第24条 に準ずるものとし、都道

府県名・チーム名。選手名を明示すること。但し、本連盟大会運営規程により、上衣背面以外の

部位へはいかなる表示も認めない。海外及びAゾーンの選手はこの限りではない。

(5)申 込後、出場を取り消されても参加料は返金しない。

(6)本大会に際して提供される個人情報|ま、本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に

千1用 しない。

(7)大 会結果・写真等は、関連ホームページ・報道機関に提供、公開されることがあります。

(8)(公財)日 本バドミントン協会環境委員会よりのお願い

・開催地のゴミの分別収集にご協力下さい。

・宿泊先の部屋から出る時には、エアコン、テレビ、ライトのスイッチを消して下さい。

・マイ歯ブラシを持参して大会に参加して下さい。


