
                                令和 2 年７月吉日 

                             山口県レディースバドミントン連盟 

                                会長  林  裕 子 

                                 （ 公 印 省 略 ） 

レッドソン杯 

第３２回 輝 レディース in 山口 

標記大会を下記の要項（県内の参加者のみ）にて開催いたしますので、 

多数ご参加くださいますようご案内いたします。 

尚、新型コロナウィルス感染症拡大状況によっては中止にさせていただく場合があります。 

 

1 主 催 山口県レディースバドミントン連盟 

2 共 催 山口県バドミントン協会・山口市バドミントン協会 

3 主 管 山口県レディースバドミントン連盟・山口市レディースバドミントン連盟 

4 協 賛 ヒロウン株式会社 

5 期 日 令和２年９月１２日 （土）９：００ 会場  受付９：５０まで 

１０：００ 開会式（競技上の注意・他）観客席で行う 

6 会 場 維新大晃アリーナ 山口市維新公園４－１－１ （℡ ０８３－９２２－２７５２） 

7 種 目 ３ダブルス団体戦（６～７名で編成） 

１部 Ａ級 

２部 Ｂ級 （降級者は２名まで） 

３部 Ｃ級 （降級者は２名まで） 

４部 合計年齢３３０歳以上（５０歳以上の者で編成されたチーム） 

５部 合計年齢３６０歳以上（５５歳以上の者で構成されたチーム） 

※年齢は年齢は年齢は年齢は令和令和令和令和２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日現在とする。現在とする。現在とする。現在とする。 

※６０歳以上はフリー６０歳以上はフリー６０歳以上はフリー６０歳以上はフリーランクとするが降級者扱いランクとするが降級者扱いランクとするが降級者扱いランクとするが降級者扱いとする。とする。とする。とする。 

※６５歳以上の者は、降級者として扱わない。 

8 競技規則 （公財）日本バドミントン協会競技規則、並びに大会運営規定による 

9 競技方法 各部３ダブルスの団体リーグ戦 

10 使用シャトル （公財）日本バドミントン協会第１種検定合格品 

11 参加資格 令和令和令和令和２２２２年年年年度度度度山口山口山口山口県レディースバドミントン連盟県レディースバドミントン連盟県レディースバドミントン連盟県レディースバドミントン連盟登録済みの者登録済みの者登録済みの者登録済みの者（山口県内のみ（山口県内のみ（山口県内のみ（山口県内のみで開催で開催で開催で開催）））） 

12 表 彰 各部・各リーグ優勝チーム 

13 参 加 料 １チーム １２，０００円 

14 申込方法 所定の申込用紙に必要事項を記入し、下記に郵送にて申し込むこと 

（申し込み先）〒７５３－０８１８ 山口市吉敷上東２－１３－３ 

  國弘 恭代   ℡ ０８３－９２２－６２６６ 

参加料は、申込締切日までに下記へ振込納入すること。 

（振込先）金融機関：西京銀行彦島支店 普通 口座番号：2054535 

口座名：山口県レディースバドミントン連盟 理事長 清水世津子 



15 申込締切

16 問合せ先

      

17 その他

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

     

     

           

            

           

           

 

【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】

  

   

   

申込締切 令和

問合せ先 清水

      久次

その他 ☆メンバー変更は、

当日当日当日当日

        ☆試合当日朝、必ず検温を実施してください。健康状態確認シートを記入していただきます。

体調不良時は

         クラスターを発生させないことが最優先です。

☆当日

最低４人以上での参加を認めます。最低４人以上での参加を認めます。最低４人以上での参加を認めます。最低４人以上での参加を認めます。

当日受付時に主催者に申し出てください。

☆病気・怪我等の事故については、参加者本人がその責任を負うものと

☆申込

☆競技中

☆審判は原則として、相互審判と

☆本大会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

大会結果については、報道機関等に提供いたしますので公開されることがあります。

 

 

          

           

           

           

           

       

       

【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】

① 平熱より１

   なお、大会開催中に体調不良者が出た場合は、直ちに大会を中止します。

   （その際、順位決めが必要な場合は、主催者で決定方法を検討します。）

② 健康状態確認シートを記入し、大会受付時に提出してください。

③ マスクを持参してください。試合

④ 3密を避けるため、大会参加者以外の応援者等については来場を控えてください。

④ 感染防止のために主催者が決めた措置の遵守、主催者の指示に従ってください。

⑤ 大会終了後

   濃厚接触者の有無等について報告してください。

令和 ２年 8

清水 世津子 

久次 由貴子 ℡

☆メンバー変更は、

当日当日当日当日、、、、受付に受付に受付に受付に

試合当日朝、必ず検温を実施してください。健康状態確認シートを記入していただきます。

体調不良時は会場には来

クラスターを発生させないことが最優先です。

☆当日急な体調不良などで団体人数が揃わず、メンバー変更もかなわ

最低４人以上での参加を認めます。最低４人以上での参加を認めます。最低４人以上での参加を認めます。最低４人以上での参加を認めます。

当日受付時に主催者に申し出てください。

☆病気・怪我等の事故については、参加者本人がその責任を負うものと

☆申込締切後は、

競技中の服装は、白または（公財）日本バ

☆審判は原則として、相互審判と

☆本大会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

大会結果については、報道機関等に提供いたしますので公開されることがあります。

    

 『 めざせ

           

       

       

           

           

       ジャスト

       お楽しみ

【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】

平熱より１℃以上

なお、大会開催中に体調不良者が出た場合は、直ちに大会を中止します。

（その際、順位決めが必要な場合は、主催者で決定方法を検討します。）

健康状態確認シートを記入し、大会受付時に提出してください。

マスクを持参してください。試合

密を避けるため、大会参加者以外の応援者等については来場を控えてください。

感染防止のために主催者が決めた措置の遵守、主催者の指示に従ってください。

大会終了後 2週間以内に新型コロナ感染症を発症した場合は、主催者

接触者の有無等について報告してください。

8 月 27 日（

℡ ０９０－４６５４－７３１７

℡ ０９０－７

☆メンバー変更は、申込用紙のコピーに改正事項を記

受付に受付に受付に受付に提出してください。提出してください。提出してください。提出してください。

試合当日朝、必ず検温を実施してください。健康状態確認シートを記入していただきます。

会場には来ないで

クラスターを発生させないことが最優先です。

体調不良などで団体人数が揃わず、メンバー変更もかなわ

最低４人以上での参加を認めます。最低４人以上での参加を認めます。最低４人以上での参加を認めます。最低４人以上での参加を認めます。

当日受付時に主催者に申し出てください。

☆病気・怪我等の事故については、参加者本人がその責任を負うものと

後は、出場を取り消されても

の服装は、白または（公財）日本バ

☆審判は原則として、相互審判と

☆本大会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。

大会結果については、報道機関等に提供いたしますので公開されることがあります。

めざせ生涯現役

  

  

  

ジャスト‼ 上記年齢

しみ記念品

【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】

℃以上高いなど体調に異常がみられる場合は、参加を見合わせてください。

なお、大会開催中に体調不良者が出た場合は、直ちに大会を中止します。

（その際、順位決めが必要な場合は、主催者で決定方法を検討します。）

健康状態確認シートを記入し、大会受付時に提出してください。

マスクを持参してください。試合

密を避けるため、大会参加者以外の応援者等については来場を控えてください。

感染防止のために主催者が決めた措置の遵守、主催者の指示に従ってください。

週間以内に新型コロナ感染症を発症した場合は、主催者

接触者の有無等について報告してください。

日（木）必着

０９０－４６５４－７３１７

０９０－７１２７－

申込用紙のコピーに改正事項を記

提出してください。提出してください。提出してください。提出してください。 

試合当日朝、必ず検温を実施してください。健康状態確認シートを記入していただきます。

ないで、電話やメールでチーム

クラスターを発生させないことが最優先です。

体調不良などで団体人数が揃わず、メンバー変更もかなわ

最低４人以上での参加を認めます。最低４人以上での参加を認めます。最低４人以上での参加を認めます。最低４人以上での参加を認めます。（３（３（３（３

当日受付時に主催者に申し出てください。

☆病気・怪我等の事故については、参加者本人がその責任を負うものと

出場を取り消されても

の服装は、白または（公財）日本バ

☆審判は原則として、相互審判とします

☆本大会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

ことはありません。 

大会結果については、報道機関等に提供いたしますので公開されることがあります。

生涯現役‼ ご参加

 まだまだやる

 プラチナセレブ

 憧れのバド

上記年齢（2020

記念品�をご用意

【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】

など体調に異常がみられる場合は、参加を見合わせてください。

なお、大会開催中に体調不良者が出た場合は、直ちに大会を中止します。

（その際、順位決めが必要な場合は、主催者で決定方法を検討します。）

健康状態確認シートを記入し、大会受付時に提出してください。

マスクを持参してください。試合中以外はマスクを着用してください。

密を避けるため、大会参加者以外の応援者等については来場を控えてください。

感染防止のために主催者が決めた措置の遵守、主催者の指示に従ってください。

週間以内に新型コロナ感染症を発症した場合は、主催者

接触者の有無等について報告してください。

）必着 

０９０－４６５４－７３１７ 

－１９２８ 

申込用紙のコピーに改正事項を記

試合当日朝、必ず検温を実施してください。健康状態確認シートを記入していただきます。

電話やメールでチーム

クラスターを発生させないことが最優先です。 

体調不良などで団体人数が揃わず、メンバー変更もかなわ

（３（３（３（３複をオープン試合とし複をオープン試合とし複をオープン試合とし複をオープン試合とし

当日受付時に主催者に申し出てください。 

☆病気・怪我等の事故については、参加者本人がその責任を負うものと

出場を取り消されても参加料の返金は

の服装は、白または（公財）日本バドミントン協会

します。 

☆本大会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

 

大会結果については、報道機関等に提供いたしますので公開されることがあります。

    
参加ありがとう

まだまだやる気族‼

プラチナセレブ‼ 

れのバド神‼ 

（生涯一度とさせてください。）

20.4/1 登録年齢

用意してお待ちしています

【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】【新型コロナウィルス感染症対策のための遵守事項】 

など体調に異常がみられる場合は、参加を見合わせてください。

なお、大会開催中に体調不良者が出た場合は、直ちに大会を中止します。

（その際、順位決めが必要な場合は、主催者で決定方法を検討します。）

健康状態確認シートを記入し、大会受付時に提出してください。

以外はマスクを着用してください。

密を避けるため、大会参加者以外の応援者等については来場を控えてください。

感染防止のために主催者が決めた措置の遵守、主催者の指示に従ってください。

週間以内に新型コロナ感染症を発症した場合は、主催者

接触者の有無等について報告してください。 

 

 

申込用紙のコピーに改正事項を記入の上、

試合当日朝、必ず検温を実施してください。健康状態確認シートを記入していただきます。

電話やメールでチーム連絡してください。

 

体調不良などで団体人数が揃わず、メンバー変更もかなわ

複をオープン試合とし複をオープン試合とし複をオープン試合とし複をオープン試合とし

☆病気・怪我等の事故については、参加者本人がその責任を負うものと

参加料の返金はしないので、ご了承ください

ミントン協会の

☆本大会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

大会結果については、報道機関等に提供いたしますので公開されることがあります。

        
ありがとう(^^♪ 』 

‼ 

（生涯一度とさせてください。）

 （県外の方対象

登録年齢）の方には

ちしています

など体調に異常がみられる場合は、参加を見合わせてください。

なお、大会開催中に体調不良者が出た場合は、直ちに大会を中止します。

（その際、順位決めが必要な場合は、主催者で決定方法を検討します。）

健康状態確認シートを記入し、大会受付時に提出してください。

以外はマスクを着用してください。

密を避けるため、大会参加者以外の応援者等については来場を控えてください。

感染防止のために主催者が決めた措置の遵守、主催者の指示に従ってください。

週間以内に新型コロナ感染症を発症した場合は、主催者

入の上、 

試合当日朝、必ず検温を実施してください。健康状態確認シートを記入していただきます。

連絡してください。

体調不良などで団体人数が揃わず、メンバー変更もかなわなかった

複をオープン試合とし複をオープン試合とし複をオープン試合とし複をオープン試合とし、、、、１複１複１複１複・・・・２複を正式とする２複を正式とする２複を正式とする２複を正式とする

☆病気・怪我等の事故については、参加者本人がその責任を負うものとします

しないので、ご了承ください

の審査合格品

☆本大会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

大会結果については、報道機関等に提供いたしますので公開されることがあります。

  

（生涯一度とさせてください。）

（県外の方対象）

には 

ちしています。 

など体調に異常がみられる場合は、参加を見合わせてください。

なお、大会開催中に体調不良者が出た場合は、直ちに大会を中止します。 

（その際、順位決めが必要な場合は、主催者で決定方法を検討します。） 

健康状態確認シートを記入し、大会受付時に提出してください。 

以外はマスクを着用してください。 

密を避けるため、大会参加者以外の応援者等については来場を控えてください。

感染防止のために主催者が決めた措置の遵守、主催者の指示に従ってください。

週間以内に新型コロナ感染症を発症した場合は、主催者へ速やかに

試合当日朝、必ず検温を実施してください。健康状態確認シートを記入していただきます。

連絡してください。 

なかった場合、

２複を正式とする２複を正式とする２複を正式とする２複を正式とする

します。 

しないので、ご了承ください

審査合格品とする。 

☆本大会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

大会結果については、報道機関等に提供いたしますので公開されることがあります。

（生涯一度とさせてください。） 

） 

など体調に異常がみられる場合は、参加を見合わせてください。

  

密を避けるため、大会参加者以外の応援者等については来場を控えてください。 

感染防止のために主催者が決めた措置の遵守、主催者の指示に従ってください。 

へ速やかに 

試合当日朝、必ず検温を実施してください。健康状態確認シートを記入していただきます。

場合、 

２複を正式とする２複を正式とする２複を正式とする２複を正式とする）））） 

しないので、ご了承ください。 

 

☆本大会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 

大会結果については、報道機関等に提供いたしますので公開されることがあります。 

など体調に異常がみられる場合は、参加を見合わせてください。 


