
第５７回 西日本学生バドミントン選手権大会要項（案） 

 

1. 主 催 全日本学生バドミントン連盟 

2. 共  催    北九州市 

3. 主 管 九州学生バドミントン連盟 

4. 後 援 福岡県教育委員会、（公財）福岡県体育協会、北九州市教育委員会、 

  （公財）北九州市体育協会、（公財）北九州観光コンベンション協会、 

九州バドミントン連盟、福岡県バドミントン協会、 

北九州市バドミントン協会  

5. 協 賛 ヨネックス（株）、（株）ゴーセン、（株）ビクター、ミズノ（株）、 

       京王観光（株）、JR 九州旅行（株） 

6. 期 日 平成２９年８月２７日（日）～９月４日（月） 

7. 日 程 （１）代表者会議・開始式 ８月２７日（日） 代表者会議 １６：００～      

                            開会式   １７：００～ 

会 場  北九州市立総合体育館 会議室 

  （２） 競技日程 

団体戦 ８月２８日（月）～８月３０日（水） 

会場：北九州市立総合体育館 

個人戦 ８月３０日（水）～９月４日（月） 

     会場：北九州市立総合体育館 

     ※ 8/30は、MD１回戦（北九州市立総合体育館）とする。 

     ※ 8/31の MS1,2 回戦及び 9/1の WS1~3 回戦は、3会場 

でおこなう。 

  （３） 閉会式 ９月４日（月） 競技終了後 

8. 競技会場 （１）北九州市立総合体育館 ８月２８日（月）～９月４日（月） 

   北九州市八幡東区八王寺町 4-1 TEL 093- 652-4001 

  （２）北九州市立浅生スポーツセンター  

   北九州市戸畑区浅生 2-1-1 TEL 093-883-5501 

            ※ 駐車場は有料駐車場のみとなります。 

（３）北九州市立若松体育館  

   北九州市若松区古前 1-1-1 TEL 093- 760-1983 

9. 競技種目 （１）団体戦  男子・女子  ２複３単 

   （選手登録人数は 4 名～10 名とする。） 

  （２）個人戦  男子・女子  単・複 

10. 競技規則 平成 29 年度（公財）日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程及び

公認審判員規程により行う。 

11. 競技方法 （１）各種目ともトーナメント方式とし、３位決定戦は行わない。 

  （２）団体戦の試合順は単１・単２・複１・複２・単３とする。 

12. 使用用器具 （公財）日本バドミントン協会検定・審査合格用器具および平成 29年度第 1



種検定合格水鳥球を使用する。 

13. チーム編成 （１）チームは、役員（部長・監督・主将・主務各１名、コーチ２名まで）     

と選手４～１０名で編成する。 

（２）チーム役員のうち、選手として出場するものは選手人数に含める。 

（３）申込後の団体戦メンバーの変更は、代表者会議においてのみ申請 

できる。 

（４）団体戦参加校の責任者は、メンバー変更届やオーダー用紙等で必要 

なため、必ず印鑑を持参すること。 

14. 参加資格   （１）平成 29年度（公財）日本バドミントン協会を完了している者。 

（２） 平成 29 年度全日本学生バドミントン連盟及び中部、関西、中・四国、 

九州学生バドミントン連盟に登録が完了している者。 

（３）出場登録選手は、（公財）日本バドミントン協会公認審判員資格を 

有することが望ましい。 

15. 参 加 料 （１）団体戦   １チーム      ２０，０００円 

  （２）個人戦  シングルス     ３，０００円／人 

   ダブルス    ６，０００円／組 

16. 納入方法   各大学は、本要項の最後のページに記載している振込先を確認の上、期日 

までに参加料を、支払人氏名は大学名を明記した上、各地区学生連盟に振り

込むこと。 

各地区学生連盟は、取り纏めの後、九州学生バドミントン連盟へ振り込むこ

と。 

納入期限  ：平成２９年７月１３日（木） 

17. 申込方法 各大学は九州学連のホームページから所定の Excel ファイルをダウンロード

し、必要事項を記入の上、Excel ファイルを九州学生バドミントン連盟参加申

込先（info@qbad.net）宛てにメール添付で送付すること。また別途、Excelフ

ァイルを印刷した用紙を各地区学生連盟宛てに送付すること。各地区の送付

先は、本要項の最後のページを参照のこと。 

18. 申込期限   メール申込締切日 ：平成２９年７月６日（木） 

郵送申し込み締切日：平成２９年７月１０日（月） 

19. 組 合 せ 全日本学生バドミントン連盟指名の競技役員長（レフェリー）もしくは、競技

審判部長（デピュティーレフェリー）の指示の下、大会事務局が厳正に組合せ

を作成する。 

20. 表 彰 （１）団体戦の優勝校には、優勝杯並びに賞状の授与を行う。 

  （２）団体戦の準優勝校および３位校には、賞状の授与を行う。 

  （３）個人戦の優勝者には、優勝杯並びに賞状の授与を行う。 

  （４）個人戦の準優勝者および３位者には、賞状の授与を行う。 

21. 代表者会議 平成２９年８月２７日（日） １６：００～ 

場所 北九州市立総合体育館 会議室  TEL 093-652-4001 

22. 着 衣 試合の上衣ウエアの背面には、登録大学名を横３０cm、縦１５cmの範囲内

で必ず示すこと。また、色付き着衣については、（公財）日本バドミントン協



会審査合格品のみ使用できる。 

また、ゼッケンを使用する場合は、横３０cm、縦１５cmを基準とし、必ず

四隅を固定すること。 

23. 備 考 （１）競技者（部長・監督・コーチ・主将・主務・選手）は必ず（公財） 

日本バドミントン協会まで登録すること。 

  （２）競技者は、試合にふさわしい服装で臨むこと。また競技場に入る際は必

ず室内シューズを着用すること。 

（３）事故があった場合には、応急処置は行うが、その後の責任は各参加者の

負担とする。 

（４）団体戦参加校の責任者は、メンバー変更届やオーダー用紙等で必要なた

め、必ず印鑑を持参すること。 

（５）病気・事故に備えて、各自健康保険証を持参すること。 

（６）大会参加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ない。 

（７）（公財）日本バドミントン協会環境委員会からのお願い 

① 開催地のゴミの分別収集にご協力下さい。（ゴミは各大学で責任を

もって持ち帰って下さい。） 

② 宿泊先の部屋から出るときには、エアコン、テレビ、ライトのスイ

ッチを消して下さい。 

③ マイ歯ブラシを持参して大会に参加して下さい。 

以上 

  



問い合わせ先・ファイル送付先・振込先 

 

 

≪申し込み添付メール送付先≫ 

メールアドレス info@qbad.net 

 

 

≪申し込み先等一覧表≫ 

地
区 【中部地区】 【関西地区】 【中四国地区】 【九州地区】 

連 

絡 

先 

等 

〒514-1125 〒632-0078 〒739-0047 〒839-0851 

三重県津市久居元町

1918 

奈良県天理市杉本

町 267 

広島県東広島市西

条町下見 4362-1 

福岡県久留米市御

井町 253 

  
レオパレスウエス

ギ１１０ 

アンビシャス２０

４号室  

第１高良山コーポ

２０６号室 

柘植 宏樹 林 武志 宮地 成就 秀岡 裕治 

080-1616-1984 090-6556-9522 080-4035-1996 080-5241-8117 

振 

込 

口 

座 

番 

号 

三菱東京 UFJ 銀行 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行  西日本シティ銀行 

店番２７６ 店番４３８ 店番５１８ 八幡駅前支店 

普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 

口座番号００９０１

５８ 

口座番号８９１５

５６１ 

口座番号５５８９

２０２ 

口座番号３０３３

９５９ 

大栗 舞桜 
関西学生バドミン

トン連盟 
田鶴原 雄大 

九州学生バドミン

トン連盟 事務局

(収入) 

 高島 亜美  代表 武谷保之 

 

 

mailto:info@qbad.net

