
〔この大会には３級以上の審判資格が必要です〕

１． 主 催 及 び 主 管 神奈川県バドミントン協会　 伊勢原市バドミントン協会　寒川町バドミントン協会

小田原バドミントン協会

２． 日 時 平成29年7月1日（土）　８時５０分受付　男女ダブルス

平成29年7月2日(日)　 ９時００分受付　混合複

３． 会 場

                 小田原市中曽根２６３　℡ 0465-38-1144

7月2日(日) 寒川総合体育館

                 高座郡寒川町宮山２７５　℡ 0467-75-1005

                 伊勢原市西富岡３２０　℡ 0463-92-3536

　
４． 競 技 種 目 男女年齢別ダブルス、シングルスと混合複（全年代で混合複が設定されています)

＊１人２種目まで出場可ですが、シングルスと混合複とは兼ねられません。また、1種目め

　で権利を得た場合、同時に申込んだ２種目めの参加は辞退していただきます。

　その際、参加料は返却いたしませんので申し込みの際にはご留意ください。

　年齢区分は、30歳以上、35歳以上、40歳以上、45歳以上、50歳以上、

＊年齢は平成29年4月1日現在です。（変更の場合は速やかにHPでご連絡いたします）

５． 競 技 方 法 ・すべてトーナメント戦で行います。

・7月1日に男女ダブルス、7月2日に混合複、7月16日に男女シングルスを行います。

・男女ダブルスでの予選通過者は、混合複またはシングルスの予選に出場できません。

　（この場合、参加料は返却いたしませんので申し込みの際にご注意ください）

　ただし、混合複はどちらかが不通過であれば出場できます。

　また、ダブルスで出場資格を得た場合、本大会に予選と異なるパートナーで

　 　その種目に申し込むことはできません。

６． 競 技 規 則 ・(公財)日本バドミントン協会現行競技規則並びに大会運営規定によります。

・競技時の服装、特に色つき着衣を使用する場合は（公財）日本バドミントン協会

　審査合格品を着用してください。

・背面は、本年度の神奈川県バドミントン協会への登録名、または所属地区名のみが

　認められ、大会時に変更することはできません。（表示無しはかまいません)

７． 使 用 シ ャ ト ル 平成29年度（公財）日本バドミントン協会検定合格球

８． 参 加 資 格 ◎神奈川県バドミントン協会を通じて、平成29年度（公財）日本バドミントン協会への

 ※新規又は継続登録は県協会HPから登録用紙を入手して、大会申込前に

◎３級以上の審判資格を有している者。　※必ず、「審判手帳」に記載されている

　「審判資格有効期間」をご覧になって、申込書のリストから選択してください。

＊4月までに県外で審判資格を取得された方の申込みはできますが、予選会で出場する

　 試合までに受検先からの手続きの書類が当協会に届いていることが条件となります。

申込締切日時：平成29年6月5日(月)18時＜県推薦対象者も同様です＞

※75歳以上の種目での参加は、予選なしで本大会に出場できます。

   平成29年度全日本シニアバドミントン選手権大会県予選会要項

7月1日(土) 小田原アリーナ

　　　　　　　　　 55歳以上、60歳以上、65歳以上、70歳以上です。

　会員登録を済ませている者。※登録月日と会員番号を申込書に記入してください。

※大会会場に「日バ会員証」と「審判手帳」を必ずご持参ください。

平成29年7月16日(日) ９時００分受付　男女シングルス

7月16日(日) 伊勢原市総合運動公園体育館

     別のメールで送ること。



参加資格(つづき) ◎平成28年度全日本シニアベスト16入賞者（種目に関係なく出場できます）は、本戦

【有資格者】 　 出場資格を得られていますので7月16日(日)までに本大会出場の手続きをしてください。

　 ※特に｢有資格者｣シートの【注意１～６】をよくお読みください。

  ※75歳以上の種目での本大会出場希望の方も7月16日(日)までです。

  本大会手続きの際に「日バ会員証」と「審判手帳」を必ずご持参ください。

◎県推薦対象者：下記の手続きで本戦出場の資格を得られます。(6月5日までに申込）

　 ①平成28年度神奈川県シニア選手権優勝者（ただし、8組8人以上参加の種目）

　 ②平成28年度関東シニア優勝者（ただし、8組8人以上参加の種目）

  ※男女複、混合複の優勝者は、その種目に同一ペアで出場することが条件です。

　 上記①②の方に本戦出場資格を付与しますので、別紙の「有資格種目参加申込書」を

　 6月5日（月）までにメールで提出してください。＊件名に「有資格者申込」と記載のこと

９． 参 加 料 １人１種目　２,５００円 （ダブルス１組５,０００円）

10． 申込方法・締切 神奈川県バドミントン協会ホームページの大会情報の要項から申込書の
エクセルファイルを入手、作成して、平成29年6月5日(月)18時までに
メールに添付してお送りください。締切日時厳守でお願いします。

メールの宛先：『県協会申込受付担当』
※折り返し、受付メールをお送りします。二日経っても来ない場合はご連絡ください。
＊受付メールは参加資格を確認したものではありませんのでご注意ください。

①

　　 (例）全日本ｼﾆｱ予選会神奈川太郎0523
・ファイル名は、送信日(mmdd)と申込者名を付けてください。
　　 (例)0523神奈川太郎

② 参加費は「申込受付メール」を受信後、郵便振替にて下記へ送金してください。
・振替用紙の通信欄に、

・振込先
　　　　口座名　　神奈川県バドミントン協会
　　　　口座番号　００２９０－３－２２６２７
＊『ゆうちょ銀行』に振り込む場合には、申込書に「口座名義人」を記入し、
　 「預金種目：当座、店名：〇二九店、口座番号：００２２６２７」でお願いします。
・申込締切日後の送金は受付メール受信後翌日までに振り込み願います。

☆ どうしてもメールに添付することができない場合は5月29日までに届くことを条件として
受け付けます。(この場合は5月30日までに近藤に確認の電話をください)
<〒243-0303 愛甲郡愛川町中津５５９２－２　近藤 勇司 電話046-285-4487>

11. 組 み 合 わ せ 普及委員会にて行い、下記の神奈川県バドミントン協会ホームページにて

公表します。（http://www.badminton-kk.org)

12． 表 彰 ありませんが、予選通過者は速やかに本大会申し込み手続きをお願いいたします。

7月16日(日)までに手続きをしなかった場合は、本大会出場辞退となります。

13． その他 ・予選通過者は、その種目で本大会の申し込みをしなければなりません。

　ダブルスの場合、通過した時のペアを変更することはできません。

・申し込み用紙に記載された個人情報は大会運営に使用し、組合せおよび

　大会成績、入賞者の写真等は県協会ＨＰへの掲載や新聞社へ通知することが

　ありますのでご了解ください。

・締切日以後の取消、変更は一切できませんのでご了承ください。

この大会に関する問い合わせは：

　　県バドミントン協会　普及委員長　　吉川 勇三郎　０９０－８５９８－９１１７【１６時まで】
fky@badminton-kk.org

　　　　　　　　　　　　総　　　務　　木下　洋一 　０７０－３３５５－２００９【２０時まで】
moushikomi@badminton-kk.org

・件名は、『全日本ｼﾆｱ予選会』『申込者名』『送信日(mmdd)』を記載してください。

　「全日本ｼﾆｱ予選会」「申込者名」「受付メール受信日(mmdd)」を記入のこと。
　　（例）全日本ｼﾆｱ予選会神奈川太郎0524

アドレス：moushikomi@badminton-kk.org ＊下記の件名とファイル名を記載のこと



青柳　彰 小泉　徹 土田 秀紀 赤坂 節子 小山 綾子 寺島 万里枝 遊佐 恵美

甘粕 完治 後藤 正和 戸倉 正行 赤羽 幸子 近藤 明子 富田 圭子 依田 礼理

五十嵐 克明 小山 包博 永吉 知彦 幾田 ひとみ 三枝 千草 内藤 美智子 渡辺 ミチ子

池田 信章 近藤 勇司 濱路　圭 一瀬 淑枝 佐々木 尚子 中津 位江 渡辺 悦子

藺藤 孝一 齋藤 三男 早田 信治 伊藤 美穂 佐藤 智恵子 夏目 恵子 渡辺 浩子

伊藤 武洋 坂　元彦 原　賢男 伊藤 禮子 佐藤 マツノ 成川 睿子 渡辺 ミチ子

植田 耕司 佐々木 卓 福留 彰教 稲葉 明希 塩路 雅子 成清 弘子

上野 悟史 佐藤 善二郎 舟木 康司 岩波 和枝 柴田 和子 西田 ヨシエ

薄衣 昭男 佐藤 秀夫 堀越　進 上野　渚 島岡 智子 沼田 淳子

榎　博久 清水 昭二 本沢　豊 宇野 早苗 島村 友紀子 野田 由起子

大友 祐一 白垣 賢一 前田 吉憲 大庭 弘子 下川 敏子 野村 和代

小川 洋之 水津 信彦 松沢　雅 大橋 真奈美 下山田 和子 原　とみ子

小川 昌之 杉田　博 松成 訓明 小澤　遥 杉田 良子 深澤 麻由美

小川 揚之輔 鈴木 勝博 宮崎 茂樹 海福 亜矢子 鈴木 節子 福田 弘子

斧　政男 鈴木　正 村上 隆義 柿元 麻里 鈴木 まゆみ 藤原 三和

小野 正善 鈴木 辰宏 森　康之 片桐 桂子 反田 由佳理 堀内 亜紀子

海福 雄一郎 鈴木 利之 八木橋　洋 金子 澄子 髙科 庸子 前沢 恵美

加藤 一音 陶山 高志 安田 博泰 川野 祐子 高橋 玲子 松川 君代

金子　豪 陶山 敏樹 山田 八郎 岸川 ふみ枝 竹村 明子 丸井 はるみ

金丸 清昭 高津　誠 山本 洋彦 黒川 寛子 竹山 美智代 光岡 由佳

菊池 慎一郎 高橋　清 横関 貞夫 小池 周子 田代 聡美 物井 あゆみ

熊倉　佑 只木 篤信 若松 淳一 国生 千鶴子 棚田 満美子 森　裕子

栗田 東雄 田辺　哲 和久井 伸一 小坂 恵美子 田母神 すみ子 山田 純子

黒﨑 二男 谷　武司 渡辺 直人 小西 幸子 知念 小夜子 山田 典子

ＷＳ

　宮下 英之 　中村 光男  石井 由美子　

ＭＳ・ＷＳ

清水 一行 佐々木　諒 (柿元 麻里) 楠　恵 ﾋﾟｰﾗﾜｯﾄ ｻﾑﾚｯﾎﾟﾙ 堀井　翼 橋本 亜沙美

吉川 正夫 野田 裕二 (伊藤 美穂) 宮澤 菜津美 小澤　梓 笹島 基弘 鈴木 宏枝

（五十嵐 克明) 久保田　隆 小金井 美和 高橋 百恵 杉浦　学 榎本 堅一 (沼田 淳子)

小原 英義 塩澤 啓佐 大川内 京子 中村 玲子 榎本 堅一 柿沼 隆馬 田中 早苗

津田 純子 井戸 洋子 中本 繁一

佐々木 春生

北田 有岐

　(上野 悟史)・長原 克博

ＭＤ

　５）有資格者は予選出場の有無にかかわらず予選会３日目（７月１６日）までに本大会出場の手続きをしてください。

　６）７５歳以上の種目での本大会出場希望者は予選会に出場しないで本大会に申し込むことができます。

　※本大会の手続きにお越しの際には、「日バ会員証｣と｢審判手帳｣を必ずご持参ください。

Ａ．平成２８年度全日本シニア選手権大会ベスト１６入賞者＜5/22追加修正＞
男子ベスト１６（アイウエオ順） 女子ベスト１６（アイウエオ順）

ＭＳ

　４）県推薦の平成２８年度関東シニア選手権優勝者と本県シニア選手権優勝者が（いずれも単８人、複８組以上参加の種目で）

　　　場合に限ります。（年齢区分は変更可）この場合も２種目まで出場できます。

　　　なお、この資格で出場する場合は、別紙の「有資格種目参加申込書」を６月５日までに提出しなければなりません。

　　　その種目に出場する場合は県予選会に出場しないで出場することができます。ただしダブルスの場合は同一ペアで出場する

（）内は上記Ａでの有資格者

Ｂ．平成２８年度関東シニア選手権大会優勝者（上記Ａを除く）

Ｃ．平成２７年度県シニア選手権大会優勝者（上記Ａを除く）＜5/22一部修正＞
ＭＤ ＷＤ ＸＤ

　３）上記の資格を得ている方が、資格のない方とのペアで本大会に出場したい場合は予選会に出なければなりません。

　　　予選会において出場権を得た場合は、その種目で本大会に出場しなければなりません。（ダブルスは同一ペアで）

本大会は１１月１７日～２０日に石川県金沢市他で開催されますが、出場枠･大会要項は

予選会当日にお知らせします。（大会要項の概要は日バのHPに掲載されています。)
　※本大会の手続きにお越しの際には、「日バ会員証｣と｢審判手帳｣をご持参ください。

　【注意】下記は今年度の処置です

　２）平成２８年度全日本シニア選手権ベスト１６入賞者は、その種目に関係なく、県予選会に出場しないで本大会で２種目まで

　　　出場することができます。ダブルスのパートナーの組み替えも有資格者同士ならかまいません。

　１）予選会に出場しないで本大会に参加できる推薦の方は、７月１６日までに審判資格を有していなければなりません。




