
平成２８年(2016年)１０月１３日	 	 
各	 中	 学	 校	 長 様	 

	 バドミントン部顧問 様	 
山口県バドミントン協会	 	 	 	 

会長	 	 林	 芳正	 	 

	 	 

(公印省略)	 	 

        	 
	 	 	 	 	 平成２８年度山口県中学校バドミントン新人大会	 	 

	 	 	 兼	 第１７回全日本中学生バドミントン選手権大会県１次選考会	 開催について（仮）	 

                                                                             	 

  山口県中学校のバドミントン競技力向上を目指し、標記大会を下記の通り開催いたしますので、
参加について御高配賜りますようお願い申し上げます。	 

                                                                             	 

記	 

                                                                             	 

１  主	 	 催    山口県バドミントン協会                                     	 
	 

２  主	 	 管    山口県中学校体育連盟バドミントン専門部                     	 

                山口市バドミントン協会                                      
 

３	 後	 	 援    山口市教育委員会	 
	 

４  会	 	 期    平成２８年１２月２４日(土)～２５日(日)           	 
	 

５	 日	 	 程	 	 平成２８年１２月２４日(土) 開会式	 	 	 ９：００～	 

	  競技開始	 	 ９：２０～（団体戦から）	 
	  競技終了	 １７：００	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２５日(日) 競技開始	 	 ９：００～	 
                                           閉会式	 	 １５：００～	 
	 

６  会	 	 場    やまぐちリフレッシュパーク総合体育館                       	 
	 	 	 	 	 	 	 	 山口市大内長野 1107	  TEL083-927-7211	 

	 

７  種	 	 目   (１)	 団体戦の部	 ・男子団体	 ・女子団体	 

	 	 	 	 	 	 	  (２)	 個人戦の部	 ・男子単	 	 ・男子複	 	 ・女子単	 	 ・女子複   	 
	 

８  参加資格   (１) 県内の中学校に在学する１･２年生で、学校長の承認を得た者。	 
	 	 	 	 	 	 	  (２) 今年度の日本バドミントン協会(県協会)への登録をしている者。	 

※登録申請はまだ行っていますので、大会参加希望の生徒で未登録者がい

ればご連絡ください。 

    	 	 ※登録関係	 連絡先	 	 山	 村	 稔	 広（下松市立久保中学校）	 
            ℡0833-46-0712    FAX   0833-46-3908	 e-mail  yamamura.toshihiro@ysn21.jp 

               (３) チーム編成は、一校単位で編成されたものとする。	 



９  参加制限	  (１) 団体戦の部	 
                ① １校１チームまでで、各チームの編成は、監督１名、マネージャー(出場校	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 の教員または生徒)またはコーチ(外部)１名、選手５名～７名とする。	 

              （２）個人戦の部	 
                ① １校２複２単までで、選手は、単と複を兼ねて出場できない。	 
	 	 	 	 	 	 	   ②  秋季県体個人戦でベスト４に入賞した学校は、その種目につき出場枠を入	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 賞数ほどプラスする。出場枠がプラスされる学校は下記のとおり。 
              	        男子単（高千帆プラス 1、東岐波プラス 1、中須プラス 1、川中プラス 1）	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	      男子複（末武プラス 3、鴻南プラス 1） 	 

            	          女子単（柳井プラス 1、末武プラス 1、内日プラス 1、長成プラス 1）  	 
              	        女子複（柳井プラス 2、末武プラス 1、鴻南プラス 1）	 

	 	 	 	 	 	 	 （３）団体戦、個人戦ともベンチ(コーチング席)入りをするコーチまたはマネー

ジャーは、１校・１チーム１名とし、他校のコーチを兼務することは認めら

れない。また、個人戦において選手のベンチ(コーチング席)入りを希望する

場合は監督会議にて申し出ること。 
	 

10	 	 競技方法    トーナメント法 	 
                団体戦	 ２複１単  同一対抗で単と複は兼ねられない。 

原則として複－単－複の順に行う。	 

団体戦、個人戦ともに、３位決定戦は行わない。	 

	 

11	 	 表	 	 彰    各種目とも３位まで 	 
	 

12	 試	 合	 球    本大会の使用シャトルはミズノのスカイクロスＧ-Ⅱ(４番)とし、団体戦出場校
は１チームにつき１０球、個人戦参加校は選手一人につき１球を本部に提出す

ること。	 

	 

13	 そ	 の	 他    (１)	 競技中の服装は、(公財)日本バドミントン協会検定	 
	 	 	 	 	 	 	   	 	 	 合格ウェアとする。	 
                    	 ゼッケンを必ず背面につけること。同姓の場合は	 
                    	 名前の１字目を小さく入れる。	 

(２)	 今大会は、平成２９年３月２５日(土)～２７日(月)に岡山市で開催され

る第１７回全日本中学生バドミントン選手権大会の１次選考会とする。	 

平成２９年１月８日（日）(東洋鋼鈑体育館)で２次選考会を開催し、代

表選手は選考選手の中から決定する。選考・決定については県協会一任

とする。	 

                (３)	 前年度優勝校は、優勝旗を持参すること。	 
	 

14	 申込締切	 	 	 平成２８年１１月１７日(木)必着のこと。	 

	 

15	 申	 込	 先    〒744-0041 	 下松市大字山田１２２番地	 
                山口県中体連	 専門部	 	 山	 村	 稔	 広（下松市立久保中学校）宛	 
           ℡0833-46-0712    	 FAX   0833-46-3908	  	 e-mail  yamamura.toshihiro@ysn21.jp 

	 	 	 	 	 	 	 ※申込書は 1部メールにて送付をお願いします。校長印のあるものについては 
郵送等で送付してください。	 


