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令和３年度 第１９回近畿総合バドミントン選手権大会（シニアの部）要項 
 

 
1. 大 会 名 第１９回近畿総合バドミントン選手権大会（シニアの部） 

2. 主 催 近畿バドミントン協会 

3. 主 管 滋賀県バドミントン協会 

4. 協 賛 ヨネックス（株）  ミズノ（株）  （株）ゴーセン  （株）落合コーポレーション  メトロ（株） 

5. 期 日 令和４年１月２９日(土) ・ １月３０日(日) 

6. 会 場 野洲市総合体育館 （１５面） 

〒520-2351 滋賀県野洲市冨波甲1339番地 TEL 077-587-3477  

7. 日程・種目 令和４年１月２９日(土) 

 9時 30分  開会式 

10時 00分  競技開始 

               男女単 、混合複 

30歳以上 1回戦～決勝      35歳以上 1回戦～決勝 

                     40歳以上 1回戦～決勝         45歳以上 1回戦～決勝 

                     50歳以上 1回戦～決勝        55歳以上 1回戦～決勝 

                     60歳以上 1回戦～決勝        65歳以上 1回戦～決勝 

                     70歳以上 1回戦～決勝      75歳以上 1回戦～決勝 

                    

                令和４年１月３０日(日) 

                     9時 30分  競技開始 

                                  男女複 

                                    30歳以上 1回戦～決勝      35歳以上 1回戦～決勝 

                                    40歳以上 1回戦～決勝      45歳以上 1回戦～決勝 

                                    50歳以上 1回戦～決勝      55歳以上 1回戦～決勝 

                     60歳以上 1回戦～決勝      65歳以上 1回戦～決勝 

      70歳以上 1回戦～決勝        75歳以上 1回戦～決勝 

   ※ 但し年齢は、令和３年 4月 1日現在 (30歳以上) とする。 

 

8. 競 技 規 則 2021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・同公認審判員規程による。 

9. 競 技 方 法 各種目共トーナメント方式として、３位決定戦は行わない。 

10. 競 技 器 具 2021年度(公財)日本バドミントン協会検定審査合格品とする。 

11. 参 加 資 格  令和３年度(公財)日本バドミントン協会に加盟し、本年度(公財)日本バドミントン協会に登録を完了し、且つ 

次の資格を有する者とする。 

(1) 前回当大会の優勝者(各府県出場割当枠外とする)。 

(2) 本年度 各府県バドミントン協会主催の 総合選手権大会またはシニア選手権大会に出場した者で、 

１２項の出場割当数により、各府県協会長の推薦をうけた者とする。 

(3) 参加種目は、原則として 府県総合選手権大会またはシニア選手権大会出場種目とする。  ただし、

混合複については、いずれかの種目で府県大会に出場していればよい。 

府県総合選手権大会 または シニア選手権大会において、参加数が少なく 試合が成立しなかった

種目は、参加申込書にて出場を認定する。 

複の編成については、その種目内で組み替えは自由とする。 

(4) 参加申込状況により、参加枠を増やし上乗せすることができる。 

(5) ２府県にまたがる二重登録をした者は、当年度および次年度の本大会に出場できない。 

(６) 出場者は（公財）日本バドミントン協会公認審判員資格を有していること。 

ただし、今年度資格取得予定であった選手所属の府県協会が、コロナ禍で開催を中止して資格を取 

得できなかった場合は、特例として参加を認める。 

12. 出場制限  (1) 出場者は一人2種目以内とする。ただし、単と混合複は兼ねられない。 

複は、同一府県のペアとすること。 
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(2) 出場割当数 

令和３年度府県別出場枠割当表 

県別 

年齢別男女 
混合複（組) 合計 

単（人） 複（組） 

各種目 

１枠 
割当 

各種目 

１枠 
割当 

各種目 

１枠 
割当  

大阪 20 ３0 20 38 10 14 132 

京都 20 19 20 24 10  9 102 

兵庫 20 32 20 42 10 16 140 

奈良 20 11 20 15 10  5  81 

和歌山 20  4 20  5 10  2  61 

滋賀 20  9 20 12 10  4  75 

主管 -  3 -  4 -  2   9 

小計 120 108 120 140 60 52 
600 

合計 228 260 112 

*前回優勝者は推薦とし、上記参加枠には含まない。 

 

13. 参 加 料 各種目とも、1種目 3,500円 (複は 7,000円) 

14. 申 込 期 限 令和 ３年 １２月 ４日(金) 必着とする。 

15. 申 込 方 法 所定の用紙に必要事項を記入し、府県協会長の印を捺印の上、指定された申し込み先に府県毎に一括し

て申し込むこと。 

 ※ 所定の申込書に必要事項を入力してから印刷をして、メールと郵送すること。 

  ただし、申込時に各府県総合選手権大会(記録記入済)またはシニア選手権大会(記録記入済)を1部添付

すること。 前回成績ベスト４に入賞した選手についてはその旨記載のこと 

 参加料は、組合せの確定後、１月25日(火)までに府県協会がまとめて指定の口座に振込むこと。 

16. 申 込 先 府県協会がまとめて、確認のためにプリントアウトされた申込書を1部、指定された住所まで、郵送で申し込 

むこと。 

  また、申込に際しては、必ずメールでも指定されたメールアドレスまで送付すること。 

17. 組合せ場所 令和３年１２月１８日(土) 午後 ２時００分 ～ 於. 大津テトラホテル 

   住所 ； 大津市逢坂１丁目１－１    電話０７７－５２７－６７１１  

                           （JR大津駅南口から徒歩１分） 

18. 表 彰 各種目とも、優勝者には副賞および賞状、3位までの入賞者には賞状を授与する。 

19. そ の 他 (1) 審判は、敗者線審とする。但し単の場合は１名主管が用意します。 

  (2) 競技中の服装は、色付着衣・長ズボン・長袖についても、(公財)日本バドミントン協会検定審査合格品 

とする。 

(3) 競技中上着の背面に、チーム名もしくは府県名の表示なき選手は失格とする。 

(4) 着衣上の背面、広告、ロゴ等の表示については、大会運営規程第２４条を適用する。 

  (5) 競技中の事故については、主催者側は応急処置を行いますが、その後の責任は負わない。 

なお、スポーツ保険には加入します。 

  (6) 体育館フロワーのみ上履きで、その他館内は下靴になりますので、ご注意ください。 

  (7) 競技場（観覧席を除く）内では、競技中の水分補給以外は飲食禁止です。 

                 (8) 大会中に発生したごみは、各自必ずお持ち帰り下さい。  

また、館内の自販機以外で購入したペットボトルは、必ずお持ち帰り下さい。  

             (9) 会場内での喫煙は、館外指定された場所以外では絶対吸わないで下さい。 

            (10) 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 

                  することはありません。 
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今大会は無観客で行う事にしますので選手・役員・申請以外の入場をお断りします。 
 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止策について 
 

（１）家を出る前に検温を行い参加願います。 

37.5 ℃以上ある場合や体調に異変を感じる場合は、会場に来ないでください。 

 

★健康管理シートは当日記入して本部へ提出してください。 

 

（２）参加者全員（大会関係者含む）について、入館時に非接触体温計で測定してください。 

37.5 ℃以上は安静時間を設けて接触型で再測定し、それでも 37.5 ℃以上の場合は帰宅して頂きます。 

 

（３）更衣室は使用できません。 

 

（４）館内ではコート内選手以外の全ての関係者はマスク着用を徹底してください。 

 

（５）出入口は １ヶ所として扉は開放したままとします。 

 

（６）食事の際は複数で集まって対面で会話しながらの食事を厳禁とします。 

 

（７）試合開始及び終了後の対戦選手及び審判員との握手は「なし」とします。 

 

（８）大会終了後１週間以内に参加者及び来場していた関係者の感染が発覚した場合は、速やかに、◎理事長 

 森 豊幸 （◎携帯番号： 090-8194-0486 ）まで連絡願います。 

 

（９）その他、（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」を 

守って感染拡大防止に御協力お願いします。 

 

（１０）新型コロナウイルス感染拡大状況及び体育館使用中止等により開催中止の可能性が有ります。 

 



種目

氏名

連絡先(電話番号) 当日朝の検温

37.5℃以上の熱 咳（せき） のどの痛み 倦怠感

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

記入日）   年   月   日    時   分 

※大会当日自宅で検温、記入し、受付へ提出の事。

※本用紙で提出していただきました個人情報は本大会以外には使用しません。また、所定の保管期間後には適切に処分いたします。

種目

氏名

連絡先(電話番号) 当日朝の検温

37.5℃以上の熱 咳（せき） のどの痛み 倦怠感

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

記入日）   年   月   日    時   分 

※大会当日自宅で検温、記入し、受付へ提出の事。

※本用紙で提出していただきました個人情報は本大会以外には使用しません。また、所定の保管期間後には適切に処分いたします。

種目

氏名

連絡先(電話番号) 当日朝の検温

37.5℃以上の熱 咳（せき） のどの痛み 倦怠感

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

記入日）   年   月   日    時   分 

※大会当日自宅で検温、記入し、受付へ提出の事。

※本用紙で提出していただきました個人情報は本大会以外には使用しません。また、所定の保管期間後には適切に処分いたします。

2週間前までに以下の該当する場合 過去14日以内に政府から観察期間を必要と
されている国・地域への渡航

又は当該在住者それに該当する者との濃厚接触

令和３年度 第19回近畿総合バドミントン選手権大会（シニアの部） 健康状態確認シート

2週間前までに以下の該当する場合 過去14日以内に政府から観察期間を必要と
されている国・地域への渡航

又は当該在住者それに該当する者との濃厚接触

有 ・ 無

令和３年度 第19回近畿総合バドミントン選手権大会（シニアの部） 健康状態確認シート

有 ・ 無

有 ・ 無

令和３年度 第19回近畿総合バドミントン選手権大会（シニアの部） 健康状態確認シート

2週間前までに以下の該当する場合 過去14日以内に政府から観察期間を必要と
されている国・地域への渡航

又は当該在住者それに該当する者との濃厚接触


