ラケットショップ スガワラ杯
平成２９年度 第１７回 札幌地区中学校バドミントン春季選手権大会
１．主

催

札幌バドミントン協会

２．主

管

札幌バドミントン協会中学運営委員会

３．協

賛

(有)ラケットショップ

４．期
会

日
場

平成２９年
平成２９年

スガワラ

４月２２日(土) ………団体戦、個人戦ブロック予選
４月２３日(日) ………個人戦ブロック予選

会場は、ブロックごと

決定次第ホームページに発表

各会場共通
開
場 8：30
試合開始
平成２９年 ４月２９日(土) ……… 団体戦本選・個人戦本選
白石区体育館
開
場 8：45
試合開始
札幌市白石区南郷通６丁目１－１ TEL(011)861-4014
平成２９年 ４月３０日(日) ……… 個人戦本選
白石区体育館
開
場 8：45
試合開始
札幌市白石区南郷通６丁目１－１ TEL(011)861-4014
５．種

目

開催要項

男子団体，女子団体
男子シングルス，女子シングルス，男子ダブルス，女子ダブルス
※２部の試合は行わない

9：30
9：30

9：30

の６種目

６．競 技 規 則

現行の(公財)日本バドミントン協会競技規則,大会運営規程,並びに公認審判員規程による。

７．競 技 方 法

団体戦：学校対抗による決勝トーナメント戦とし、ブロック予選では３位決定戦も行う。
団体編制は単一学校で行うこと。
１校から出場できるチーム数は、男女各１チームとする。
２複１単の対抗戦とし、複・単・複の順で行う。各校初回戦は３マッチを行い、以
後は２マッチ先取とする。（１対抗戦で単と複及び複と複を兼ねて出場できない）
本選出場割り当ては、地区出場校数にあわせて決定する。
割り当ては以下の通りとする。
参加校数 割当 参加校数 割当 参加校数 割当 参加校数 割当
１～３
１
４，５
２
６，７
３
８～
４
個人戦：ブロック予選，本選ともトーナメント戦とし，ブロック予選では、３位決定戦も行
う。１人１種目の出場とし，シングルスとダブルスを兼ねることはできない。
ダブルスについては、同一学校の選手で組むこと。
すべてのゲームを３ゲームマッチで行うが、参加数により１ゲームを１５点にする
ローカルルールをブロック予選、本選で採用することがある。
本選出場割り当ては、各種目地区の出場数にあわせて決定する。
割り当ては以下の通りとする。
割当
割当
割当
割当
参加数
参加数
参加数
参加数
1～8
１
9～16
２
17～32
３
33～
４

８．使用用器具

平成２９年度(公財)日本バドミントン協会検定合格用器具を使用する。
使用球は第二種検定合格球（水鳥球）とする。

９．参 加 資 格

平成２９年度札幌バドミントン協会に登録予定の中学１～３年生。
参加申込とともに登録確約を提出し，５月３１日までに必ず協会登録を完了すること。
大会当日、参加選手の保護、監督の責任の所在がはっきりしている学校の生徒。
氏名、学校名がプログラム、ホームページに掲載されることを了承する者。
引率者、応援保護者とも、会場駐車場の利用上注意を遵守し、公共交通機関利用に協力できる
学校の生徒であること。

10．選 手 登 録
及び
引
率

団体戦：１校１チームとし、監督１名、コーチ１名、マネージャー１名、選手５～７名とする。
申し込み時に登録した選手の変更は認めないので、注意すること。
監督、コーチは、教員、または校長か、校長が認めた成人とし、大会当日、引率す
る学校の選手の保護、監督に一切の責任を負える者とする。ﾏﾈｰｼﾞｬｰは生徒でもよい。
個人戦：１校からの参加数の制限はなし。単複の参加数の差は問わない。
引率者は、教員、または校長か、校長が認めた成人、保護者とし、大会当日、引率
する学校の選手の保護、監督に一切の責任を負える者とする。コーチは複数で構わない
が監督、マネージャーは、男女それぞれについて1名ずつとする。
※ 引率責任者がいない場合、当該校は試合をさせない。

以下の選手を本大会推薦選手とする。以下の種目の個人戦に参加する場合はブロック
予選を免除する。推薦選手の申し込みは別紙推薦選手申し込み用紙で行うこと。
推薦基準 北海道中学生新人大会代表
男子シングルス 木野 舜悟⑧（北 野）富樫 柚月⑥（北白石）竹内 裕瑛④（札 幌）
８名
葛西 健斗⑥（伏 見）小坂 祥弘①（西 野）西野 颯太③（聚 富）
鴻上真之介⑤（藻 岩）佐々木詠基⑧（札日大）
男子ダブルス
小原 琉伽・佐藤 祐太⑧（北 野）國松慎之助・吉野 友基③（聚 富）
７組
鈴木 奏楽・中谷 冠太③（ あいの里東）西根 寛弥・川口 兼司⑤（羊 丘）
廣川 蒼馬・北條 知優③（篠 路）山中 紫苑・田中 大和②（新 陵）
山末 晃平・草薙 洸太⑥（北白石）
女子シングルス 村田 葵羽①（啓 明）漆
風花③（篠路西）野上 結菜①（八軒東）
８名
森
小遥③（新琴似北）平元 さや⑤（羊 丘）竹市ゆらら②（前田北）
長谷 楓香③（附属札幌）石塚 凜花⑦（江別第二）
女子ダブルス
山本
希・小林 優奈①（発 寒）髙橋 心寧・髙橋沙也加②（星 置）
７組
佐藤
栞・吉峰
舞③（太 平）氏家 若那・後藤 雅依③（太 平）
獅子原優衣・北森 あん③（石 狩）大門彩由夏・庄司 紅葉④（丘 珠）
渡部 真由・本間 聖那④（東月寒）

11．参

加

料

団体戦
個人戦

５，０００円
１人 １，０００円

12．申 込 要 領

所定の参加申込用紙、参加集計表、登録確約に必要事項を記入の上，申込締切日までに参
加料を添えて下記に申し込むこと。直接持参するか，現金書留にて郵送すること。
申込責任者名、団体戦の監督者名、個人戦の引率者名の記入がない場合受け付けない。
〒060-0061 札幌市中央区南１条西11丁目327番地 第３一条ビル
(有)ラケットショップ スガワラ 宛
TEL（011）271-3855
FAX（011）290-1668
月曜日定休日
申込締切
平成２９年４月１２日(水) １８：００

13．組

ブロック 予選は平成２９年４月１７日(月)に，札幌バドミントン協会中学運営委員会がブロ
ックごとに行う。平成２９年４月２０日(木)までにブロック担当者よりＦＡＸ等で公開する。
本選は平成２９年４月２４日(月)に、札幌バドミントン協会中学運営委員会が行う。
平成２９年４月２７日(木)までに札幌バドミントン協会ホームページに公開する。
団体戦本選は上位４チーム、個人戦は各種目本選における上位４位を表彰する。
団体戦優勝校には、ラケットショップスガワラ杯を貸与し、翌年レプリカを授与する。

14．表

合

せ

彰

15.個 人 情 報 の
参加する選手、引率責任者、家庭、学校、団体は、以下を了承すること。
取 り 扱 い に ・申込用紙に記載された学校名，氏名(フルネーム)の個人情報は，大会運営に使用し，
つ い て
組合せ，大会結果を札幌バドミントン協会ホームページに掲載する。
・大会写真を札幌バドミントン協会ホームページに掲載することもある。
・大会結果は新聞社に通知することもある。
16．そ の 他
①競技中のけがについての応急処置は主催者が行うが，一切の責任は負わない。なお，参加者は各
自で傷害保険に加入し、健康保険証を持参すること。
②試合時の色付き着衣は，(公財)日本バドミントン協会審査合格品とする。ただし，学校指定の体
育着（Ｔシャツ・短パン）はその限りではない。背面には学校名と名前を明記したゼッケン
(縦15～20cm，横30cm)をつける。
③この大会の個人戦本選でベスト８（単複とも）に進出した３年生には，平成２９年度全日本ジュ
ニア選手権大会札幌地区予選会ジュニアの部の出場権を与える。また、個人戦本戦に出場した１、
２年生には、同ジュニア新人の部の出場権を与えるが、条件に合えばジュニアの部ダブルス、シ
ングルスのどちらかに出場してもよい。
④各ブロックは、団体戦出場校名簿、個人戦本選出場者を４月２３日(日)中に，札幌バドミントン
協会 渡邉 まで電子メールで連絡すること。
⑤ブロック予選大会情報は、必要に応じて札幌バドミントン協会ホームページかブロック担当者よ
りＦＡＸ等で発信される。本選大会情報も必要に応じて札幌バドミントン協会ホームページに掲
載する。
⑥申込用紙に記載された個人情報は，大会運営のみに使用し，組合せ，大会結果，大会写真は，札
幌バドミントン協会ホームページに掲載し，大会結果は新聞社に通知することもあるので，不都
合がある場合は，下記⑦の問い合わせ先，または大会当日に本部に問い合わせること。
⑦この大会の個人戦本選の男女それぞれのシングルス優勝、準優勝者、ダブルス優勝ペアの８名は、
５月または６月に行われる遠征合宿参加対象選手になることを了承した上で参加すること。
⑧この大会についての問い合わせは，札幌バドミントン協会 渡邉 まで FAX で行うこと。
（勤務先：新陵中学校） ＦＡＸ：０１１－６８４－６８１３

