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第３９回全日本シニアバドミントン選手権大会の参加申込について 

 
１ 申込は県協会一括となっています。（他県の選手とペアを組む場合は、それぞれ

の県から申込みが必要です。参加料もそれぞれの県から支払ってください。） 
また、今年度は３県で開催され、会場は最終日も３県に分散しています。会場は

申込締切後に決定されます。複数の種目に出場される場合は、十分に注意して申し

込んでください。 
 

２ 大会申込みについて 
   申込用紙と納入書を県協会ホームページからダウンロードし、必要事項を記入

の上、必ず、８月８日（月）までに、下記にメールで送ってください。今年

度からメールだけとなりました。また、参加料の振込をお願いします。 
  【メール送付先】 
    福岡県バドミントン協会事務局 永野 宛 
    メールアドレス bad.f.kaikei@gmail.com 
  【振込口座】 
    西日本シティ銀行 六本松支店   普通預金 ３１５８８５２ 

福岡県バドミントン協会 会計大会用 永野 瑞恵 
 
３ 宿泊について 
   斡旋を希望される方は、開催県協会ホームページをご覧いただき、各自で申し

込んでください。 
 
４ 協会登録及び公認審判員資格について 
   令和４年度の(公財)日本バドミントン協会の登録手続きを済ませ、申込書に必

ず登録番号（１０桁又は８桁）を記載してください。また、公認審判員資格が

必要ですので審判資格級も必ず記載してください。 
 
５ その他 

福岡県からの出場者枠は、１００人です。出場を希望される方は、８月１１日㈭

の県社会人選手権大会に出場してください。大会結果によってランキングを決定し、

参加申込者多数の場合は、このランキング上位者を優先とし調整いたします。 
 組合せやタイムテーブルは、開催県協会ホームページにおいて、各自、ご確認く

ださい。なお、開会式及びレセプションは、開催未定となっています。 
 

※ 問い合わせ先（なるべくメールでお願いします） 
   福岡県バドミントン協会事務局 
    メールアドレス bad.f.kaikei@gmail.com 
    LINE でも可能です。右の QR コードでお願いします。 
    担当者 永野携帯 ０７０－８４７０－９３２３ 
        佐竹携帯 ０９０－７３９２－００７１ 



公益財団法人日本バドミントン協会創立 75周年記念事業 

第３９回全日本シニアバドミントン選手権大会要項 

―公益財団法人スポーツ安全協会スポーツ普及奨励助成事業― 

 

1. 主  催 公益財団法人 日本バドミントン協会 

2. 主  管 香川県バドミントン協会 

       高知県バドミントン協会 

       愛媛県バドミントン協会 

3. 後  援 スポーツ庁、香川県、香川県教育委員会、（公財）香川県スポーツ協会 

       高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、三豊市 

       高知県、高知県教育委員会、（公財）高知県スポーツ協会 

       高知市、南国市 

       愛媛県、愛媛県教育委員会、（公財）愛媛県スポーツ協会、松山市 

4. 協  賛 高松市観光コンベンションビューロー、（株）名鉄観光（予定） 

5. 期  日 令和４年１１月１８日（金）～令和４年１１月２１日（月） 

       １１月１８日（金）１８：００～ 開会式・レセプション（開催未定） 

       １１月１９日（土） ８：３０～ 競技 

       １１月２０日（日） ８：３０～ 同上 

       １１月２１日（月） ９：００～ 同上 

6. 会  場 

（１）開会式・レセプション（開催未定） 

（２）競技会場（申込み終了後に決定する） 

施 設 名 コート数 住   所 電話番号 

第１会場 南国市立スポーツセンター １３ 南国市前浜 1344-3 088-865-8015 

第２会場 春野運動公園体育館 １８ 高知市春野町芳原 2485 088-841-3105 

第３会場 愛媛県総合運動公園体育館 １８ 松山市上野町 246 089-963-3211 

第４会場 
松山市総合コミュニティ

センター体育館 
１２ 松山市湊町 7丁目 5 089-943-8188 

第５会場 愛媛県武道館 １２ 松山市市坪西 551 089-965-3111 

第６会場 高松市総合体育館 １８ 高松市福岡町 4丁目 36-1 087-822-0211 

第７会場 高松市香川総合体育館 １０ 高松市香川町川東下 1917-1 087-879-8000 

第８会場 高松市牟礼総合体育館 ８ 高松市牟礼町牟礼 152-10 087-845-7060 

第９会場 坂出市立体育館 １６ 坂出市入船町 2丁目 1-59 0877-45-6670 

第 10会場 丸亀市民体育館 １５ 丸亀市金倉町 924番地 1 0877-24-6251 

第 11会場 飯山総合体育館 ８ 丸亀市飯山町東坂元 2713-1 0877-98-6800 

第 12会場 善通寺市民体育館 １４ 善通寺市金蔵寺町 398-6 0877-62-7400 

第 13会場 三豊市総合体育館 １０ 三豊市高瀬町上高瀬 751番地 24 0875-72-1500 



7. 種  目 

男子 30歳以上 単・複  女子 30歳以上 単・複  30歳以上混合複 

男子 35歳以上 単・複  女子 35歳以上 単・複  35歳以上混合複 
高知県開催 

男子 40歳以上 単・複  女子 40歳以上 単・複  40歳以上混合複 

男子 45歳以上 単・複  女子 45歳以上 単・複  45歳以上混合複 
愛媛県開催 

男子 50歳以上 単・複  女子 50歳以上 単・複  50歳以上混合複 

男子 55歳以上 単・複  女子 55歳以上 単・複  55歳以上混合複 

男子 60歳以上 単・複  女子 60歳以上 単・複  60歳以上混合複 

男子 65歳以上 単・複  女子 65歳以上 単・複  65歳以上混合複 

男子 70歳以上 単・複  女子 70歳以上 単・複  70歳以上混合複 

香川県開催 

【公開競技】 

男子 75歳以上 単・複  女子 75歳以上 単・複  75歳以上混合複 

男子 80歳以上 単・複  女子 80歳以上 単・複  80歳以上混合複 
香川県開催 

※上記年齢は、令和４年４月１日現在のものとする。 

 年齢によって開催する県が違いますので、県をまたぐ移動が必要な場合があります。 

 また、それぞれの開催県で決勝戦までを行いますので、県をまたいで２種目とも準決勝に

勝ち上がった場合は、どちらか一方を棄権することになります。できる限り同年代の種目

に出場してください。 

8. 競技規則 令和４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 

       同公認審判員規程による。 

9.  競技方法 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。 

10. 使用用器具 （公財）日本バドミントン協会検定・審査合格用器具及び令和４年度第１種 

       検定合格水鳥球を使用する。 

11. 参加資格 令和４年度（公財）日本バドミントン協会の登録会員で（１）（２）のいず

れかに該当し、（３）の要件を満たすもの。 

  （１）前回大会各種目ベスト１６以上の者（当該種目に限らず２種目の参加を認める）

但し、単と混合複はかねられない。 

  （２）（公財）日本バドミントン協会決定の各都道府県割当の枠内の推薦者。 

  （３）（公財）日本バドミントン協会公認審判員の有資格者であること。（公開競技に 

出場する者を含む） 

12. 参加制限  

  （１）各都道府県の割り当て数は６名とする。 

  （２）都道府県の割り当て数は、令和３年度（公財）日本バドミントン協会登録区分 

一般登録者数の５％とする。但し、次の選手は割り当て数には含めない。 

     ①前回大会、各種目ベスト１６以上の者。 

     ②公開競技に出場する者。 

  （３）１選手２種目以内とし、「単」と「混合複」は兼ねて出場できない。  

  （４）参加申し込みの状況により、主管県の判断で追加参加を認めることができる。 



13. 組 合 せ （公財）日本バドミントン協会指名のレフェリー（競技役員長）もしくは 

       デピュティーレフェリー（競技審判部長）の指示の下、主管団体役員との間 

       で厳正に執り行う。 

14. 参 加 料 一人一種目につき、５,０００円とする。（複：１０,０００円/１組） 

       参加料は所属都道府県ごとに一括して、申込締切りまでに下記口座に振り

込むこと。（高知県開催および愛媛県開催種目も下記口座に振込むこと） 

  【振込先・ゆうちょ銀行からの場合】 

    金 融 機 関  ゆうちょ銀行 

    口 座 番 号  00900-2-335645 

    口座名義人  香川県バドミントン協会 

  【振込先・ゆうちょ銀行以外からの場合】 

金 融 機 関  ゆうちょ銀行 

 店   名  099（ゼロキユウキユウ） 

 種   目  当座 

    口 座 番 号  0335645 

    口座名義人  香川県バドミントン協会 

15. 申込締切 令和４年８月１５日（月）必着のこと。 

16. 申込方法 香川県バドミントン協会公式サイトの大会公式サイトに掲載している所 

定の申込書・納入表をダウンロードし、必用事項を入力してから印刷を３部

取り、各々を「正」・「副」・「控」として、「正」「副」には各都道府県協会 

会長印を捺印の上、所属都道府県協会毎に一括して申込締切日までに下記 

に送付すること。※Eメールのみの申込は受け付けない。 

  「正」〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 4-2 Japan Sport Olympic Square 

     （公財）日本バドミントン協会 宛 

  「副」〒762-0012 香川県坂出市林田町 2759-5 

     香川県バドミントン協会事務局 冨家寿人 宛 

    （高知県開催および愛媛県開催種目も香川県協会事務局に送付すること） 

  「控」各都道府県協会で保管すること。 

  ・大会公式サイト URL http://kagawa-badminton.jp/39-sinia/ 

  ・申込アドレス 39-sinia@kagawa-badminton.jp 

17. 表  彰 

  （１）各種目の優勝者に（公財）日本バドミントン協会から金メダルを授与する。 

  （２）各種目の準優勝者に（公財）日本バドミントン協会から銀メダルを授与する。 

  （３）各種目の第３位に（公財）日本バドミントン協会から銅メダルを授与する。 

  （４）各種目とも第１～３位には（公財）日本バドミントン協会から賞状を授与する。 

18. 宿  舎 別紙（宿泊・弁当・交通のご案内）を参照のこと。 

19. 着  衣 試合時の服装で、色付着衣を使用する際は、（公財）日本バドミントン協会

の審査合格品とし、上着の背面には、都道府県名を明記すること。文字の 



       大きさについては、大会運営規程第 24条による。 

20. 大会事務局 香川県バドミントン協会 事務局 冨家寿人 

       〒762-0012 香川県坂出市林田町 2759-5 

       Eメール：39-sinia@kagawa-badminton.jp 

       ※お問い合わせ等は、メールでお願いします。 

 

21. 備  考 

  （１）この事業は、公益財団法人スポーツ安全協会スポーツ普及奨励助成事業の助成金

を受けて実施しています。 

  （２）大会参加に際して提供される個人情報は、本大会の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ありません。 

  （３）本大会は、日本アンチドーピング規程を適用する。 

  （４）病気・事故に備えて、各自健康保険証を持参してください。けが等の場合には 

     可能な応急処置はしますが、各自の責任に帰すこととします。 

  （５）厳正を期するために、申込締切・申込方法・宿泊申込については、特に期限等 

     を留意してください。 

  （６）他都道府県選手と組んで「複」の種目に出場する場合は、両方の都道府県より 

     申し込んでください。 

  （７）本大会は、敗者審判（線審のみ）を導入します。 

  （８）（公財）日本バドミントン協会環境委員会からのお願い。 

      ① 開催地のごみの分別収集にご協力ください。 

      ② 宿泊先の部屋から出るときは、エアコン、テレビ、ライトのスイッチを 

        消してください。 

      ③ マイ歯ブラシを持参して大会に参加してください。 

  （９）本大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、（公財）日本バドミ

ントン協会の「新型コロナウイルス感染症対策に伴うバドミントン活動ガイド

ライン（3 章バドミントン競技大会・イベント実施にあたって）」に従い、実施

します。来場される方は、毎日、健康状態確認シートの提出をお願いします。 

  （10）申込受付後、新型コロナウイルスの感染状況により、大会を中止する場合があり

ます。 

 

 


