
第６８回県民体育大会バドミントン競技 開催要項

（国民体育大会・東北総合体育大会選考会、東北選手権予選会、日本スポーツマスターズ選考会）

１ 主 催 秋田県・公益財団法人秋田県体育協会

２ 主 管 秋田県バドミントン協会

３ 後 援 秋田県教育委員会・秋田市・秋田市教育委員会・秋田魁新報社・ＮＨＫ秋田放送局

ＡＢＳ秋田放送・ＡＫＴ秋田テレビ・ＡＡＢ秋田朝日放送

４ 会 場 ☆一般の部：大仙市サン・スポーツランド協和体育館

★少年の部：潟上市天王総合体育館

５ 日 時 ☆一般の部：平成２９年６月１０日（土） ９：００ 開会式（開会式終了後、競技開始）

１１日（日） ９：００ 競技開始

★少年の部：平成２９年７月 １日（土）１０：００ 競技開始

２日（日） ９：００ 競技開始

３日（月） ９：００ 競技開始

６ 種別・種目等

☆一般の部

種 別 性別 種 目 出場条件等

１部青年
男子 複・単 年齢制限なし

女子 複・単 （未就学児・児童・生徒を除く）

２部青年
男子 複・単

年齢制限なし
女子 複・単

３０歳以上
男子 複・単

昭和６２年４月１日以前の出生者
女子 複

４０歳以上
男子 複・単

昭和５２年４月１日以前の出生者
女子 複

５０歳以上
男子 複

昭和４２年４月１日以前の出生者
女子 複

６０歳以上
男子 複

昭和３２年４月１日以前の出生者
女子 複

★少年の部

１部少年
男子 複・単

平成１１年４月２日以降の出生者で次の条件に該当する者
女子 複・単

①全県高校総体において複ベスト１６を満たしたペア（単にも出場可）

②全県高校総体において単ベスト１６を満たした選手（複にも出場可）

③春季中学校大会において複ベスト２を満たした中学校３年生のペア（単にも出場可）

④春季中学校大会において単ベスト４を満たした中学校３年生の選手（複にも出場可）

⑤上記の②のみ、または④のみを満たす者が出場する複のパートナー（単にも出場可）

⑥県協会の推薦者

２部少年
男子 複・単 高校生および高校生に準ずる者の中で、

女子 複・単 １部少年の出場条件に該当しない者

７ 競技規則 （公財）日本バドミントン協会競技規則および大会運営規程、公認審判員規程による

８ 競技方法 （１）各種目とも原則としてトーナメント戦とするが、リーグ戦とすることもある

（２）場合により大シード制を採用することがある

（３）場合により、代表決定戦を行うことがある

（４）１部青年女子については、準々決勝以降を別日程で開催することがある



９ 使 用 球 （公財） 日本バドミントン協会検定合格球

１０ 参加資格 県協会への会員登録を完了した者（登録料・会費は次のとおり）

一 般 ３，３００円 大学生 ２，８００円 高校生 １，６００円
中学生 １，５００円 小学生 １，５００円

１１ 参加制限 一人あたりの申し込みは２種目までとする

ただし、東北総体・東北選手権の規定により、種別をまたぐ申し込みはできない

１２ 参 加 料 一人１種目につき各１，３００円

１３ 保 険 料 傷害保険料として、一般の部 一人１００円・少年の部 一人１５０円

１４ 申込締切 ☆一般の部：平成２９年５月２６日（金）

★少年の部：平成２９年６月１４日（水）

１５ 抽選会議 ☆一般の部：平成２９年５月３１日（水） 組み合わせは、主管一任のこと。

★少年の部：平成２９年６月１９日（月） 組み合わせは、主管一任のこと。

１６ 申込変更 ☆一般の部については、抽選会議開始前までは申込の変更を認める

１７ 申込方法 ☆一般の部

（１）県協会への登録手続きを完了すること

事務局長 長谷川 工 あて

（E-mail）akitakenbadkyoukai@yahoo.co.jp

（郵 送）〒010-0059 秋田市桜台１丁目２１－６

あるいは、申込書と一緒でもかまいません

（２）必要事項を記入した所定の申込み用紙を次のとおり提出すること

総務委員長 渋谷 豊 あて

（E-mail）saya-ryo@plum.plala.or.jp

（郵 送）〒010-0201 潟上市天王字不動台100-2

E-mailについては、受信確認後、数日以内に返信します。

返信が無い場合は次へお問い合わせください。090-4554-6302(渋谷)

（３）参加料、県協会登録料、傷害保険料の納入を完了すること

【振込先】北都銀行 山王支店 普通８１０２２４６

秋田県バドミントン協会

★少年の部

（１）申込書、選手個票、新規登録書を次のとおり提出すること

①高体連Webサイト http://www.geocities.jp/akita_hs_bad/ から必要な様式を

ダウンロードして必要事項を入力したファイルをメールに添付して送信してく

ださい。また、申込書は（写し）をＦＡＸしてください。

②職印が押印された申込書と個票（切り取ったもの）は次に送付して下さい。

〒010-8533 秋田市南通みその町4－82

聖霊女子短期大学付属高等学校 茂木 大介 宛

メールアドレス： misahinadai@yahoo.co.jp

FAX：018-833-4503 TEL：018-833-7311

締切は、①・②ともに、６月１４日（水）１７：００ とします

（２）新規登録金を次の口座へ入金すること

【振込先】北都銀行 大館支店 普通 ７１１２９８１

バドミントン専門部 浅野 兄一

（３）参加料及び傷害保険料を次の口座へ入金すること

【振込先】北都銀行 山王支店 普通８１０２２４６

秋田県バドミントン協会



１８ 県代表選手選考方法

（１）選考の対象は、次のとおりとし、県協会選手選考委員会が選考する。

①東北総体（国体ブロック予選）へ参加する成年男子・女子、少年男子・女子の４チーム

各チームとも、監督１名、選手３名（１複２単を構成する）

②東北選手権大会へ参加する個人戦の選手

③日本スポーツマスターズ競技会へ参加する男子および女子のチーム

各チームとも、監督１名、選手６名（Ａ:50歳以上 Ｂ:55歳以上 Ｃ:60歳以上の３複を構成する）

（２）東北総体（国体ブロック予選）成年の部については、県体１部青年の試合結果を主たる参考とする。

（３）東北総体（国体ブロック予選）少年の部については、県体１部少年の試合結果を主たる参考とする。

（４）東北選手権大会へ参加する個人戦の選手は、次の種目ごとに、県体の試合結果を主たる参考とする。

＊東北選手権大会 各県出場枠

１部青年男子 単４名・複２組 ※ 東北選手権大会では、２部青年男女・６０歳以上

１部青年女子 単４名・複２組 男女の種目は開催されません。

３０歳以上男子 単４名・複２組 東北選手権への出場を希望する選手は、出場枠

３０歳以上女子 複２組 のある種目にエントリーしてください。

４０歳以上男子 単２名・複２組 また、混合複については、県体１部の試合結果

４０歳以上女子 複１組 を総合的に判断して、県協会選考委員会が検討の

５０歳以上男子 複２組 うえ選考します。

５０歳以上女子 複１組

混合複 複１組

（５）日本スポーツマスターズ競技会については、県体一般５０歳以上および６０歳以上の部の試合結果

を主たる参考として、出場希望者を対象に、出場ペアを優先して選考する。

（６）ナショナルチームメンバーについては、県体に参加していなくても選考される事がある。

（７）その場合の残りの枠数の東北選手権代表は、より上位の者または代表決定戦の勝者とする。

１９ その他

（１）審判割り当ては本部の指示によること。一般の部においては 原則として敗者審判制とする。

（２）東北選手権大会・スポーツマスターズ大会への出場希望者は、申込書にその旨を明記すること。

（３）東北選手権大会・スポーツマスターズ大会に出場する場合の旅費等は、選手の自己負担とする。

（参考） ＊第４４回東北総合体育大会バドミントン競技 （国体東北ブロック予選大会）

期 日： 平成２９年 ８月１７日（木）開会式のみ～１８日（金）

会 場： 秋田県美郷町

＊平成２９年度 国民体育大会 出場枠

成年男子：東北から２県出場 成年女子：東北から４県出場

少年男子：東北から６県出場 少年女子：東北から２県出場

＊第６９回東北選手権大会

期 日： 平成２９年８月１７日（木）開会式のみ～２０（日）

会 場： 秋田県美郷町

＊第７２回国民体育大会バドミントン競技 （愛媛国体）

期 日： 平成２９年１０月６日（金）～９日（月）

会 場： 愛媛県砥部町

＊日本スポーツマスターズ２０１７（兵庫大会）

期 日： 平成２９年９月１６日（土）～１８日（月）

会 場： 兵庫県姫路市

（４）参加申込みにおいて提供される個人情報については、秋田県バドミントン協会の事業運営のみに利用

するものとし、それ以外の目的に利用することはありません。

（５）抽選結果については、抽選会議後に秋田県バドミントン協会Ｗｅｂサイトにて公表する。

（６）開催前に周知すべき事項がある場合は、秋田県バドミントン協会Ｗｅｂサイトにて周知する。

（７）平成２９年度から、全日本シニア選手権大会に関わる選手選考・出場申込みの手続き等の事務全般を

秋田県シニア連盟に委託する。出場条件や申込み方法については、次へ問い合わせること。

（秋田県シニア連盟事務局）門脇秀巳 TEL：090-3124-2436 E-mail：hide_@cna.ne.jp


