
平成２６年度 第６３回近畿総合バドミントン選手権大会要項 

 

１．大 会 名  第６３回近畿総合バドミントン選手権大会 

２．主   催  近畿バドミントン協会 

３．主   管  京都府バドミントン協会 

４．後   援   京都府・京都府教育委員会・(公財)京都体育協会(申請中)・朝日新聞社(申請中) 

５．協  賛    ヨネックス（株） ミズノ（株） （株）ゴーセン  

ウイルソン  （株）メトロ   ヒロウン（株） 

６．期   日  平成２６年９月２０日（土）～２１日（日） 

７．会   場    京都府立山城総合運動公園（太陽が丘）体育館（14面）  

        〒611-0031  京都府宇治市広野町八軒屋谷１     TEL 0774-24-1313 

JR宇治駅・京阪宇治から「京都京阪バス」で「太陽が丘」下車 

８．日  程    ９月２０日（土）   ９時３０分 開会式 

                         １０時００分 競技開始 

＜実施種目＞一般男子複：１回戦～決勝 

一般女子複：１回戦～決勝 

９月２１日（日）   ９時３０分 競技開始 

＜実施種目＞一般男子単：１回戦～決勝 

一般女子単：１回戦～決勝 

一般混合複：１回戦～決勝 

９．種  目 （１）一般男子   単・複 （中学生以上） 

       （２）一般女子   単・複 （中学生以上） 

（３）一般混合    複     （中学生以上） 

10．競技規則 平成２６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。 

11．競技方法 個人戦とし、各種目ともト－ナメント方式により優勝を決定する。 

12．ｼｬﾄﾙ･器具 平成２６年度（公財）日本バドミントン協会検定審査合格品を使用する。 

13．参加資格 近畿各府県バドミントン協会加盟者で、平成２６年度（公財）日本バドミントン協会に

登録を完了し、かつ、次の資格を有する者とする。なお、中学生も可とする。 

（１）前年度本大会一般男女単・複の優勝者及び準優勝者。 

（２）前年度全日本総合大会の単ベスト１６、複ベスト８入賞者。 

（３）本年度（公財）日本バドミントン協会主催全国大会の優勝者及び準優勝者（注 1・2） 

（４）本年度近畿バドミントン協会登録連盟のランキング１位の者。但し、上記(1)～(3)

項の選手が、このランキングと重複する時は繰り上げ推薦してもよい。（注３） 

（５）上記(1)～(4)項以外の者は、本年度各府県バドミントン協会主催の総合選手権大会

に出場した者で、14項の出場割当数により各府県協会長の推薦を受けた者とする。 

（６）参加種目は、原則として府県総合大会出場種目によるものとする。但し、混合複に

ついては、何れかの種目で府県大会に出場しておればよい。府県総合大会において

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の組み替えは自由とする。 

（７）２府県にまたがるニ重登録をした者は、当年度及び次年度の本大会に出場できない。 

（８）出場選手は（公財）日本バドミントン協会公認審判資格を有していること。 

          中高校生においても、準３級を取得していること。 

 

 



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

                  は同一府県のぺアであること。 

（２）出場割当数（近畿バドミントン協会内規による。） 

①一般男子、一般女子、混合複は次に示す出場数とする。 

②平成２６年度府県別出場割当数(１４面) 

 一 般 男 女  

 

府県名 単 複 混合複 

滋賀県 17 17 14 

京都府 22 22 18 

大阪府 27 27 22 

兵庫県 24 24 19 

奈良県 18 18 15 

和歌山県 12 12 10 

主管枠 5 5 2 

計 125 125 100 合計 350 

※１２．（１）～(４)項の選手が各府県のランキングと重複する場合は繰り上げ推薦してもよい。 

15．参 加 料  各種目とも一人１種目３５００円（複は７０００円） 

但し、中高校生は一人１種目２５００円（複は５０００円） 

16．申込期限  平成２６年８月２２日（金）必着とする。 

17．申込方法  所定の用紙に必要事項を記入し府県協会会長の推薦印を押印の上、下記事務局まで府県

ごとに一括して申し込む事。 

※所定の申込書に必要事項を入力してから印刷をして、メールと郵送でお願い致します。 

但し、申込時に各府県総合大会のプログラム(記録記入)１部を添付の事。 

参加料は、各府県代表者が組み合わせ会議の時に持参のこと。 

18．事 務 局 〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町 70番地 京都府スポーツセンター 

        スポーツ団体事務室内  京都府バドミントン協会 事務局 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７５－６９２－３４８３ 

メール info@kyoto-badminton.com 

19．組合せ会議 日時 平成２６年９月６日（土） 午後２時～ 

場所 京都テルサ会議室 

住所 京都市南区東九条下殿田町 70番地   ＴＥＬ ０７５－６９２－３４８３ 

20．表  彰 各種目とも優勝者には賞状及び優勝杯（持ち回り）を授与する。 

また、３位までの入賞者には賞状を授与する。 

21．そ の 他 （１）主審は主管が行い、線審は敗者とする。なお、単の場合、もう 1名の線審は主管 

が行う。 

（２）競技中の服装は、大会運営規程第 23条のとおりとする。 

（３）競技中上衣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）競技中の事故については、主催者は応急処置以外は一切の責任を負わない。 

（５）宿泊については、取扱いをしない。 

（注１）全国中学生大会は除く。 

（注２）全日本学生選手権大会は、前年度優勝者及び準優勝者とする。 

（注３）近畿教職員大会、近畿高校大会、近畿社会人クラブ大会は、前年度の記録とする。 

（注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。 

 



平成26年度　近畿総合参加資格

【平成25年度 第62回近畿総合選手権大会】
一般混合

単 複 単 複 複

優勝
新居　克哉
(京･龍谷大学)

黒瀬　尊敏（和・和歌山県教育委員会）
村上　俊（和・東燃ゼネラル）

大迫　晴加
（兵・三菱電機）

森　みず穂（大・四天王寺高）
今井　優歩（大・四天王寺高）

佐々木　健斗(京･龍谷大学)
牧野 美咲(京･龍谷大学)

準優勝
逢澤　良亮
(京･龍谷大学)

米田 健司 (大･近畿大学)
坂中 賢太 (大･近畿大学)

恵良 友里亜
(兵･三菱電機)

小池　紗葉（兵・関西学院大学）
中村　美輝（兵・関西学院大学）

古川　裕輔(大･大阪府実連)
古川　静香(大･ヨネックス)

【平成25年度 全日本総合選手権大会】
一般混合

単 複 単 複 複
優勝
準優勝
第3位
第4位
第5位
第5位
第5位 常山　幹太（大・東大阪大学柏原高）
第5位
第9位
第9位
第9位
第9位 大迫　晴加（兵・三菱電機）
第9位
第9位
第9位
第9位

【平成26年度 第63回関西学生選手権大会】
一般混合

単 複 単 複 複
優勝 福家　匠麻（京・同志社大学） 佐々木健斗・新居　克哉（京・龍谷大学） 小森　愛美（京・龍谷大学） 中尾　佳淑・宮原　　唯（京・龍谷大学）

【平成25年度 第47回近畿教職員選手権大会】
一般混合

単 複 単 複 複

優勝 中村　康正（大阪）
北風　卓郎
上原　　直（京都）

【平成25年度 第60回近畿高校選手権大会】
一般混合

単 複 単 複 複

優勝
常山　幹太（大・東大阪大学柏原高）

下農　走（大・東大阪大学柏原高）
常山　幹太（大・東大阪大学柏原高） 山中　芹里（京・京都外大西高）

藤元　真美（京・乙訓高）
宮原　明日香（京・乙訓高）

【平成25年度 第36回近畿社会人選手権大会】
一般混合

単 複 単 複 複

優勝
栗田　輝亮（兵、Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ） 中野　忠昭（兵・Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ）

豊　将大（兵・Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ）
濱崎　弥生（大・Wakou club) 橋詰　久美（大・Ｙ　ＣＬＵＢ）

西　美奈子（大・Ｙ　ＣＬＵＢ）
松尾　光弘（兵・零～ＺＥＲＯ～）
藤井　梓（兵・零～ＺＥＲＯ～）

一般男子 一般女子

一般男子 一般女子

一般男子 一般女子

一般男子 一般女子

一般男子 一般女子

一般男子 一般女子


