ラケットショップ スガワラ杯
平成３０年度 第１８回 札幌地区中学校バドミントン春季選手権大会

開催要項

１．主

催

札幌地区バドミントン協会

２．主

管

札幌地区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３０年 ４月２１日(土) ………個人戦ブロック予選１日目
平成３０年 ４月２２日(日) ………個人戦ブロック予選２日目
会場は、ブロックごと 決定次第ホームページに発表
平成３０年 ４月２８日(土) ………団体戦ベスト８まで
会場（４会場）は、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 9：30
平成２９年 ４月２９日(日) ……… 団体戦ベスト８以上・個人戦本選１回戦
厚別区体育館
開
場 8：45
試合開始 9：30
札幌市厚別区厚別中央2条5丁目1-20
TEL(011)892-0362
平成２９年 ４月３０日(月) ……… 個人戦本選
厚別区体育館
開
場 8：45
試合開始 9：30
札幌市厚別区厚別中央2条5丁目1-20
TEL(011)892-0362

５．種

目

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

スガワラ

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、出場全チームの一括トーナメントで行う。
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）
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３０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３０年度札幌地区バドミントン協会に登録予定の中学１～３年生。
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できないので、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。
学校に顧問が２名以上いる学校は、必ず男女それぞれについて監督を設定すること。
団体戦会場を男女同一会場にしたい場合は、必ず申込用紙の希望欄に○を入力すること。
個人戦：１校からの参加数の制限はなしとするが、男女それぞれについて４名以上参加する場合
は必ずダブルスを出場させ、ダブルスとシングルスの参加数の差は「２」以内とすること。
ただし、参加数が男女それぞれについて３名以下の場合はシングルスのみでも可とする。
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 富樫 柚月⑥（北白石）葛西 健斗⑥（伏
８名
畠山 大和⑦（中 央）中川 陽介⑤（月
天川 唯輝①（西 野）五十嵐 匠⑦（大

見）西野
寒）奥村
麻）

颯太③（聚 富）
和哉⑧（平岡緑）

男子ダブルス
６組

西根
名畑
森
女子シングルス 平元
７名
佐藤
関谷
女子ダブルス
小林
６組
坂本
氏家
11．参

加

料

12．申 込 要 領

団体戦
個人戦

寛弥・川口 兼司⑤（羊 丘）髙木 修介・鷲見真之介②（新 陵）
貴之・小關 優心⑥（伏 見）加賀谷 颯・小西 優希⑦（中 央）
駿介・阿部 航大⑧（北 野）酒井 羅王・荒木 康輝⑥（北白石）
さや⑤（羊 丘）野上 結菜①（八軒東）長谷 楓香③（附属札幌）
花乃①（北星女）松下 偲優④（開成中）米坂 百花⑧（勇 舞）
鮎菜①（宮の丘）
優奈・後藤李々子①（発 寒）髙橋 心寧・山本穂乃花②（星 置）
美緒・青柳
遙②（星 置）九谷田真心・宮平 聖菜⑥（ 柏 ）
若那・後藤 夕依③（太 平）小保内彩名・川島 乙葉⑧（西 部）

５，０００円
１人 １，０００円

所定の参加集計表データ、参加申込用紙データに必要事項を入力（登録ファイルの大会運営用から
コピー）の上、印刷し（手書きはさけること）、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。
申込締切後は一切受付をしないので，特に郵送の場合は大会事務局に確認をとること。
また、参加選手を打ち込んだ参加集計表、参加申込用紙（excelファイル）を、下記メールアドレ
スに期日までに送付すること。必ずファイル名を「春季○○中申込」とすること。
札幌市内中学校・・・校務支援メールを使い「発寒中学校 浦 雅之」まで
注意 必ず４月２日以降に送ること 新陵中送付不可
石狩管内中学校、国立学校、私立中学校
・・・郵送でお送りする連絡用メールアドレスまで
※手書き、郵送、紙面のみでの申込、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３０年４月１１日(水) １８：００

13．組

14．表

合

せ

彰

団体戦は平成３０年４月１５日(日)に、札幌地区バドミントン協会中学運営委員会が行う。
個人戦ブロック予選は平成３０年４月１６日(月)に、札幌地区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３０年４月１９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３０年４月２３日(月)に、札幌地区バドミントン協会中学運営委員会が行う。
平成３０年４月２６日(木)までに札幌地区バドミントン協会ホームページに公開する。
団体戦は上位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。

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，大会結果を札幌地区バドミントン協会ホームページに掲載する。
・大会写真を札幌地区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３０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、個人戦本選出場者を４月２２日(日)中に，札幌地区バドミントン協会 浦 まで電
子メールで連絡すること。団体戦会場校は、試合結果及び準々決勝進出校の選手名簿を４月２８
日（土）中に、札幌地区バドミントン協会 浦 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、必要に応じて札幌地区バドミントン協会ホームページかブロック担当
者、会場担当者よりＦＡＸ等で発信される。本選大会情報も必要に応じて札幌地区バドミントン
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
幌地区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⑧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，札幌地区バドミントン協会「発寒（新陵）中学校 浦 雅之」
まで電話、FAX、校務支援メール、郵送でお送りする連絡用メールアドレスまで行うこと。
（勤務先：3/30まで新陵中学校、4/2から発寒中学校）
新陵中 電話：０１１－６８４－６３３３ ＦＡＸ：０１１－６８４－６８１３
発寒中 電話：０１１－６６１－０４１２ ＦＡＸ：０１１－６６１－３７６３

