
各団体の登録申請をされる方へ

令和３年度(2021年度)の福岡市バドミントン協会及び福岡県・ 本バドミントン協会の登録については，以下の点に
気をつけて申請いただきますようお願いします。

１．登録受付期間

令和３年度(2021年度)の福岡市バドミントン協会及び福岡県・ 本バドミントン協会への会員登録の受付期間は
次のとおりです。
受付期間：令和３年(2021年)3月1日　～　令和３年(2021年)12月31日

※令和３年度分は3 1 より受け付けます。（振込みはそれ以前でも構いません）
他団体（レディースなど）の登録のため，この受付期間より早くの登録を希望されたとしても，日バの会員番号が
取得できませんので，受付期間中にお願いします。
※申請書類が，この期間に届くように処理をお願いします。
※特に令和４年（2022）年1 3 に開催する試合で，会員登録が必要な試合に出場される は，年内に
登録手続きを終えておくように注意しておいて下さい。
※審判資格や指導者資格の更新に必要な も，早めに登録をお願いします。

２．申請書類について

加盟団体申請書にも記載しておりますが，登録の送付に際しては，「加盟団体申請書」，「登録者名簿」，「振込証の
写し」の３つを揃えて送って下さい。
※振込みは個人名でも構いませんが，振込証の写しに団体名を書き加えてください。
※電子メールで申請をされる場合は「振込証の写し」は携帯等の写メを添付していただいて差し支えありませんが，
「振込 ・振込 額・振込先の 座・振込 名」が確認できるように，ピントがあっているかどうか確認して送って下さい。

３．登録受付期間中の追加登録について

団体登録を った後に，クラブ員の登録の追加は，登録受付期間中であれば何度申請しても構いません。また，
当初に福岡市バドミントン協会へ登録した方を，福岡県・日本バドミントン協会の追加登録というのも可能です。詳しくは
記載例に しておりますので，参考にして下さい。

４．会員番号の通知　（令和２年度から変更）

令和2年度より，登録処理したら，まず団体登録申請書の事務連絡者の の電 メールアドレスに，登録者と会員番号を
先にお送りするように，事務 続きを変更いたしますので，必ず，電 メールアドレスの記 をお願いします。
また，受信設定を われてる場合は，「fbac_ap@live.jp」から受信できるように設定をお願いします。
（この変更で，郵送での通知が遅れていたという課題を解消したいと考えています。）

５．会員証について

会員証は，福岡市バドミントン協会の登録のみの には，発 しておりません。
 本バドミントン協会のプラスチックの会員証は令和3年度から廃 になります。
会員証については， 本バドミントン協会のＨＰから，電 会員証の表 に切り替わります。
これによって，令和3年度以降の新規登録時のプラスチックの会員証の発 が廃 になるとのことです。

６．試合等の案内について

試合の要項については，現在も福岡市バドミントン協会のホームページへ掲載しておりますが，令和3年度からは，事務連絡者
の に，掲載した時に，LINEで通知することを います。
団体登録申請書に，LINEでの通知を希望するかどうかの確認欄を設けますので，通知を希望される方は，確認欄で
「受ける」を囲んでください。希望されない方は「受けない」を囲んでください。



７．その他注意事項等

①日本バドミントン協会の会員番号は10桁です。
令和元年度(2019年度)から 本バドミントン協会の会員番号が10桁になっています。昨年度更新登録しておらず
8桁の会員番号しかわからない場合も，8桁の番号を名簿に記載して申請してください。登録後に10桁の番号を
お知らせします。なお，8桁の会員証はそのまま使用してください。

②登録の問い合わせは，原則，電子メールでお願いします。
登録の問い合わせは，fbac_ap@live.jpへお送り下さい。送られたアドレスへ返事いたします。
事務連絡者の電子メールの欄は，できるだけ記載して申請をお願いします。携帯のアドレスで受信制限をしている
 は，「fbac_ap@live.jp」が受信できるように設定をお願いします。

③余裕を持った申請をお願いします。
申請が届いてから，なるべく早く処理して返信するように努 していますが，多いときは１ で１００ 以上の登録を
受けることがありますし，3 ・4 は  に申請書類が送られてきますので，どうしても処理が遅れます。
試合等に登録番号が必要で，急いで登録結果を知りたい場合は，その旨をメールの件名か，封筒に「至急」など
申請時に分かるように記載して下さい。

④二重登録は禁止です。
個人登録を，別々の団体に，二重に登録することはできません。間違って，申請があった場合は，団体の事務連絡者
に連絡することになります。特に，ジュニアに所属している中学生でジュニアと中学校の両方から申請があることが多いので
登録時には，どちらの団体に所属することにするのかを確認してください。

⑤個人登録のみでの福岡県・日本バドミントン協会への登録はできません。
福岡市バドミントン協会では，個人登録は，福岡市バドミントン協会に団体登録した団体に所属していることが条件と
なっております。福岡市バドミントン協会に団体登録していない団体からの個人登録は原則として受けていません。
引っ越してきたばかりなどで，加盟する団体などが分からない場合などは，お問い合わせください。

【問い合わせ先】
福岡市バドミントン協会 登録業務担当 坂 孝裕
TEL ０５０－３６９２－２５２９
mail fbac_ap@live.jp



新規　　　追加

1.東　区　 2.博多区 3.中央区

4.南　区　 5.城南区 6.早良区

7.西　区　

　　 氏　　名 ＴＥＬ

〒

　   氏　　名 ＴＥＬ

〒

　   氏　　名 ＴＥＬ

〒 LINEでの通知 受ける 受けない

e-mail

自宅・学校・会社 ＴＥＬ

令和　　年　　月　　日

申請者氏名 ＴＥＬ：

登録区分 料　　金 合　　計

市のみ 名 ×   200円 円

市・県・日 名 × 2,200円 円

県・日(追加) 名 × 2,000円 円　●

個　人 市のみ 名 ×   200円 円

市・県・日 名 × 1,700円 円

県・日(追加) 名 × 1,500円 円　●

登録料 市のみ 名 ×   100円 円

市・県・日 名 × 1,400円 円

県・日(追加) 名 × 1,300円 円　●

市のみ 名 ×   100円 円

市・県・日 名 × 1,100円 円

県・日(追加) 名 × 1,000円 円　●

  3,000円 円

合　計 円

　下記までお送り下さい。（揃っていない場合は、受け付けできない場合があります。）

　送付先　　〒８１３－００２５

　　　　ＴＥＬ：０５０－３６９２－２５２９（０９２－２０１－２５２９）

mail：fbac_ap@live.jp

令和３年度（2021年度）　福岡市バドミントン協会加盟団体登録申請書

団体名

代表者
自宅住所

中学生

人　　数

団体所在地

※登録申請を行う時は、上記の内訳表を必ず記入して下さい。

上記のとおり、福岡市バドミントン協会に団体登録料、 3,000円を添えて申請します。

福岡市バドミントン協会　会長　殿

種　別

評議員
自宅住所

事務連絡者 連絡先住所

一般・大学生

（含む短大）

小学生

団体登録料（※中学校・ジュニアクラブは免除）

高校生

（含む高専）

※登録の送付に際しては、「加盟団体申請書」、「登録者名簿」、「振込証の写し」の３つを揃えて

 福岡市東区青葉４－１６－６　　　坂口　孝裕　宛

※こちらからの要項・連絡等の発送は、事務連絡者宛に行います。

　団体加盟料、個人会員登録料は下記の口座に振り込み下さい。

ゆうちょ銀行　１７４１０－８１２１２８４１　福岡市バドミントン協会

　　店名：七四八，店番：７４８，普通預金，口座番号：８１２１２８４

※振込用紙には、団体名を必ず記入して下さい。

メールの場合は、個人情報を含むので、ア
ドレス間違いがないようにお願いします。

　銀行からの振り込みの場合

「市のみ」で登録
した人が、「県・
日」を追加登録す
る場合のみ、この
欄を適用します。



令和３年度（2021年度）　福岡市バドミントン協会会員登録者名簿 クラブ名

生年月日 県・日 連盟 審判 指導 ﾘｰﾀﾞｰ

（西暦で記入） 都道府県 市区（福岡市は区まで） 町名 番地等 建物等 登録 区分No. 資格 資格 ﾊﾞﾝｸ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

※県・日登録欄　　　県・日本協会に登録の場合「１」と記入、しない場合は「０」を記入して下さい。　
※類 欄　　　　　　　 １：一般（専門学生含む）　２：大学生（短大生含む）　３：高校生（高専含む）　４：中学生　　５：小学生

※連盟区分No.欄 １：実業団　　２：教職員　　３：社会人　　４：レディース（一般のみ記入）
※審判資格欄　　　　０：無資格　１：一級　　２：二級　　３：三級 　　４：準三級     
※指導員資格欄 ０：無資格　１：上級コーチ　 ２：コーチ    ３：上級指導員　　４：指導員 　
※リーダーバンク　　０：無し　　１：有り　
※各項目は必ず、記入して下さい。記入漏れの場合、受付できない場合があります。

氏名(名）氏名（姓）
会員番号
（10桁）

No.
住所

類郵便番号性別フリガナ（名）フリガナ（姓）

＜個人情報の取り扱いについて＞

会員登録のために申請があった「加盟団体登録申請書」、「会員登録者名簿」に記載された個人情報は、福岡市バド

ミントン協会の活動、主催する大会運営及び（公財）日本バドミントン協会・福岡県バドミントン協会の登録のために利

用するものです。



新規　　　追加

1.東　区　 2.博多区 3.中央区

　　○○クラブ 4.南　区　 5.城南区 6.早良区

7.西　区　

　　 氏　　名 福岡　太郎 ＴＥＬ ○○○－１２３４

〒○○○－□□□□ 福岡市城南区△△４－５－６

　   氏　　名 同上 ＴＥＬ

〒

　   氏　　名 博多　次郎 ＴＥＬ ○○○－５６７８

〒○○○－□□△△ LINEでの通知 受ける 受けない

福岡市城南区□□７－８－９ e-mail abcd@fukuoka.co.jp

自宅・学校・会社 ＴＥＬ ０８０-○○○○－５６７８

令和　　年　　月　　日

申請者氏名　　博多　次郎 ＴＥＬ： ０８０-○○○○－５６７８

登録区分 料　　金 合　　計

市のみ 2 名 ×   200円 400 円

市・県・日 3 名 × 2,200円 6,600 円

県・日(追加) 名 × 2,000円 円　●

個　人 市のみ 名 ×   200円 円

市・県・日 名 × 1,700円 円

県・日(追加) 名 × 1,500円 円　●

登録料 市のみ 名 ×   100円 円

市・県・日 名 × 1,400円 円

県・日(追加) 名 × 1,300円 円　●

市のみ 名 ×   100円 円

市・県・日 名 × 1,100円 円

県・日(追加) 名 × 1,000円 円　●

  3,000円 3,000 円

合　計 10,000 円

　下記までお送り下さい。（揃っていない場合は、受け付けできない場合があります。）

　送付先　　〒８１３－００２５

　　　　ＴＥＬ：０５０－３６９２－２５２９（０９２－２０１－２５２９）

mail：fbac_ap@live.jp

評議員
自宅住所

令和３年度（2021年度）　福岡市バドミントン協会加盟団体登録申請書

団体名 団体所在地

代表者
自宅住所

事務連絡者 連絡先住所

上記のとおり、福岡市バドミントン協会に団体登録料、 3,000円を添えて申請します。

福岡市バドミントン協会　会長　殿

種　別 人　　数

　　店名：七四八，店番：７４８，普通預金，口座番号：８１２１２８４

一般・大学生

（含む短大）

高校生

（含む高専）

中学生

小学生

団体登録料（※中学校・ジュニアクラブは免除）

※登録申請を行う時は、上記の内訳表を必ず記入して下さい。

　団体加盟料、個人会員登録料は下記の口座に振り込み下さい。

ゆうちょ銀行　１７４１０－８１２１２８４１　福岡市バドミントン協会

　銀行からの振り込みの場合

※振込用紙には、団体名を必ず記入して下さい。

※登録の送付に際しては、「加盟団体申請書」、「登録者名簿」、「振込証の写し」の３つを揃えて

 福岡市東区青葉４－１６－６　　　坂口　孝裕　宛

メールの場合は、個人情報を含むので、ア
ドレス間違いがないようにお願いします。

※こちらからの要項・連絡等の発送は、事務連絡者宛に行います。

「市のみ」で登録
した人が、「県・
日」を追加登録す
る場合のみ、この
欄を適用します。

「新規」、「追加」に関わらず、
その都度、記入して申請し
てください。

登録申請される際に「振込証の写し」を添付されない場合が、

多々あります。

必ず、「加盟団体申請書」、「登録者名簿」、「振込証の写し」の３
つを揃えて送って下さい。振込みは個人名でも構いませんが、
振込証の写しに団体名を書き加えてください。

中学校、ジュニアクラブは団体登録料は免除されます。合

計欄へは「－」を記載して下さい。

また、令和３年度（2021年度）中に一度団体登録を行い、
２回目以降の個人登録をされる場合も「－」を記載してくだ
さい。

アドレスは「エフ・ビー・エイ・シー・アンダーバー・エイ・ピー＠エル・アイ・ブイ・イー・ドット・ジェイ・ピー」です。

個人情報を含んでおりますので、アドレス間違いがないように、ご注意願います。

電子メールで申請書を送付する場合は「振込証の写し」をスキャナやデジカメ等で画像データにして添付してください。

振込日、口座、金額、振込人など必要な情報が読み取れるかを確認して、送信してください。

記載例・注意事項

電子メールアドレスをお持ちの
方は，必ず，アドレスを記載し
て下さい。
受信制限をしている場合は、
「fbac_ap@live.jp」が受信できる
ように設定をお願いします。

試合の要項等の案内をLINEで
通知を行います。
希望される方には，「受ける」を
囲んでください。



令和３年度（2021年度）　福岡市バドミントン協会会員登録者名簿 クラブ名

生年月日 県・日 連盟 審判 指導 ﾘｰﾀﾞｰ

（西暦で記入） 都道府県 市区（福岡市は区まで） 町名 番地等 建物等 登録 区分No. 資格 資格 ﾊﾞﾝｸ

1 1400012345 福岡 太郎 フクオカ タロウ 男性 1970/12/11 810-0001 福岡県 福岡市中央区 天神 1-2-3 1 1 3 1 4 1

2 1600032485 福岡 花子 フクオカ ハナコ 女性 1974/4/1 812-0001 福岡県 福岡市博多区 大井 1-2-4 ハイツ大井604 1 1 4 3 0 0

3 1800035689 博多 次郎 ハカタ ジロウ 男性 1980/2/11 813-0001 福岡県 福岡市東区 唐原 6-7-9-1001 1 1 3 0 0 0

4 城南 三郎 ジョウナン サブロウ 男性 1960/7/7 814-0001 福岡県 福岡市早良区 百地浜 4-6-8 0 1 3 0 0 0

5 早良 一子 サワラ カズコ 女性 1990/10/10 819-1135 福岡県 糸島市 大浦 4-6-7 0 2 0 0 0

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

※県・日登録欄　　　県・日本協会に登録の場合「１」と記入、しない場合は「０」を記入して下さい。　
※類 欄　　　　　　　 １：一般（専門学生含む）　２：大学生（短大生含む）　３：高校生（高専含む）　４：中学生　　５：小学生

※連盟区分No.欄 １：実業団　　２：教職員　　３：社会人　　４：レディース（一般のみ記入）
※審判資格欄　　　　０：無資格　１：一級　　２：二級　　３：三級 　　４：準三級     
※指導員資格欄 ０：無資格　１：上級コーチ　 ２：コーチ    ３：上級指導員　　４：指導員 　
※リーダーバンク　　０：無し　　１：有り　
※各項目は必ず、記入して下さい。記入漏れの場合、受付できない場合があります。

類

　　○○クラブ

No.
会員番号
（10桁）

氏名（姓） 氏名(名） フリガナ（姓） フリガナ（名） 性別 郵便番号
住所

＜個人情報の取り扱いについて＞

会員登録のために申請があった「加盟団体登録申請書」、「会員登録者名簿」に記載された個人情報は、福岡市バド

ミントン協会の活動、主催する大会運営及び（公財）日本バドミントン協会・福岡県バドミントン協会の登録のために利

用するものです。

「類」欄で「１：一
般」を記入した
際は連盟区分
を記載して下さ
い。
（記載がない場
合は、「３：社会
人」と判断しま
す。）
また、「類」が「２
～５」（大学生～
小学生）の場合、
は記載の必要

県・日本協会
に登録される
場合は「１」を、
市協会のみに
登録される場
合は「０」を記
載して下さい。

審判資格や指
導者資格を取
得される方な
どは、県・日本
協会の登録が
必要です。

資格を持たれ
ている方は、必
ず記載して下さ
い。

住所は番地まで必ず記
載してください。
パソコンで入力されると
きは，半角数字でお願
いします。

アパートの名称をつけ
る場合は建物等の欄に
部屋番号まで記載して
下さい。
番地等の欄に部屋番号
を記載しても構いませ

全角カナで入力
してください。

令和２年度までに登録
されて，会員番号がわ
かっている方は，必ず，
会員番号を記載して下
さい。

半角数字で入
力してください。

区切りは「-」ハ
イフンで区切っ
てください。

市区名と町名を分けて記載してく
ださい。

福岡市（他の政令市も）は区名ま
でを左側の市区に記載してくださ

年と月と日は，
「/」スラッシュで
区切ってください。

（エクセルの表示
形式をそのように
設定しています）

記載例・注意事項

過去に日バの会員会
員番号が発行されて
いて，昨年度登録され
ていない方も，８桁の
番号がわかれば、８桁
の番号を記載してくだ

クラブ名も必ず記載し
て送ってください。


