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札 幌 ス ポ ー ツ 館 杯 争 奪
令和元年度 第１９回 札幌地区中学生バドミントン団体戦大会開催要項

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 （株）スポーツハウス 札幌スポーツ館
４．期 日 ブロック大会 令和元年１２月 ７日（土）開場 8:30 試合開始 9:30

第４、８ブロックのみ 開場 8:45 試合開始 9:30
※ ８日も設定したブロックは試合あり

本 選 令和元年１２月１４日（土）開場 8:45 試合開始 9:30

５．会 場 ブロック大会会場（会場は変更になることもあるので情報に注意すること）
第４～東区体育館 第８～清田区体育館
第１、２，３，５，６，７ブロックは会場決定後、ホームページで発表
本 選 会 場 白石区体育館

札幌市白石区南郷通６丁目北１－１ ℡ 011-861-4042
６．種 目 男女団体グレードⅠ、Ⅱ、Ⅲの６種目
７．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。
８．競技方法 ・グレードⅠ、Ⅱ、Ⅲによる３ダブルスの団体戦。

・７日（土）８日（日）に８会場でブロック予選を行い、各グレード、各ブ
ロック出場数によって割り当てられる数のチームが１４日（土）に決勝トー
ナメントを行う。本選出場割当は以下の通りとする。

参加ﾁｰﾑ数 割当 参加ﾁｰﾑ数 割当 参加ﾁｰﾑ数 割当
１～８ １ ９～１６ ２ １７～ ３

・ブロック予選、決勝トーナメントともトーナメント戦で行う。

ブロック予選、決勝トーナメントの各チーム初戦は３マッチ行う。ブロック
予選、決勝トーナメントとも２回戦目以降は２マッチ先取で打ち切る。

・すべてのグレード 15点3ゲームマッチ
（14-14になってもあと１点、延長ゲームなし）

決勝トーナメントも準々決勝まで同じポイントで行う。

９．使用用器具 令和元年度(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２種検定合格球（水鳥球）とする。

10．参加資格 ・令和元年度札幌バドミントン協会に登録済みの中学１～３年生とする。
・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。

および グレードⅠ（ＧⅠ）出場制限 なし
参加割当 グレードⅡ（ＧⅡ）出場条件

春季大会個人戦本選、学年別大会本選、経験別大会Ｓクラスベスト３２、Ａクラス本選お
よび、中体連札幌市大会、石狩管内大会、中体連新人戦札幌市大会、石狩管内大会の個人
戦と団体戦選手として試合に出場（オーダーされた）経験ある者は出場できない
（おもに本選、全市大会、管内大会に出場経験のない者で編成されたチーム）
グレードⅢ（ＧⅢ）出場条件
グレードⅡの出場条件に当てはまる者と、経験別大会Ｂクラス本選、中体連、新人戦地区
団体戦選手として試合に出場（オーダーされた）経験ある者、および全道小学生大会に出
場経験の有る者は出場できない
中体連札幌市大会、石狩管内大会、中体連新人戦札幌市大会、石狩管内大会の団体戦選手
として登録されたが、1度も試合に出場していない（オーダーされていない）者、中体連、
新人戦地区団体戦選手として登録されたが、1度も試合に出場していない（オーダーされ
ていない）者は、出場できる
（おもに団体戦試合出場経験のない者で編成されたチーム）
ただし、中体連新人戦団体戦に参加しながら、学校事情等で団体戦のみを棄権した場合は、
団体メンバー全員をＧⅡ以上の参加選手とすること
・全市、管内大会、本選出場者は中学在学期間すべてについて適用

・出場チーム数の制限はしない。（同一校からの複数チーム出場可）
・単一校でチームを編制すること。
・監督（引率者）は、参加校の校長・教員、または校長が認めた成人（試合

当日の当該校の全責任を負える者）とする。

11．団体編制 ・単一校で、監督（引率者）１名，選手６～８名で編成すること。複数チーム
が出場する学校の場合，監督は複数チームの監督を兼ねることができる。
団体編制の例外は一切認めない。

・負傷，疾病等により選手を変更する場合は、当日の朝、選手変更届を会場担
当者に直接渡すこと。選手が５名以下になった場合は、そのチームは試合に
は出場できない。いわゆる「オープン参加」は扱わないので注意すること。

・ブロック予選を勝ち進み、本選に出場する際の選手変更も、ブロック予選に
登録、参加していない選手に限られる。
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12．参 加 料 １チーム ５,０００円
13．申込要領 ・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札幌ス
ポーツ館大会事務局に持参するか現金書留で郵送すること。
※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「団体○○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
石狩管内中学校、国立学校、私立中学校

・・・郵送でお送りしてあ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。

・別紙追記を参照し、出場選手の出場要件の記号を申し込み用紙に明記すること。
・同グレードに複数のチームを参加させる場合は、学校名の次ぎに必ずランク順に通し番号をつ

けること。記入がない場合は、大会事務局でつけるが、その場合、チームランクによる組み合
わせの質問、抗議は一切受け付けない。

申込締切 令和元年１１月２４日(日) 18:00 必着
札幌スポーツ館 〒060-0063 札幌市中央区南３条西３丁目

ＴＥＬ：０１１－２２２－５１５１

14．組 合 せ 札幌地区バドミントン協会中学運営委員会に一任する。
（決勝トーナメントの組み合わせは、１２月９日（月）に札幌地区バドミントン協会中学運
営委員会で抽選で行う。）

15．表 彰 グレードⅠ優勝チームに、賞状と札幌スポーツ館杯（カップ）を貸与し、翌年レプリカを授与
する。グレードⅠ２位、３位チームと、各グレードⅡ、Ⅲ上位３位までに賞状とカップを授与
する。

16.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および（株）スポーツハウス

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および（株）スポーツハウスホー

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。

17．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およびアンダーギアは，令和元年度(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。
シャツは、丈が短いレディス・タイプであっても、パンツ、または、スコートの中にしまえる
丈の長さであれば、必ずしまってプレーすること。

③監督・コーチ・マネージャー他、ベンチに入る者は、マッチ（試合）にふさわしい服装、態度
で臨むこと。シャツ・ポロシャツ・ブラウス、ズボンまたはスカートとし、ジーンズやビーチ
スタイル、バミューダ、ショーツ、スリッパとサンダルは禁止する。

③申し込み受け付け後でも、編制に不備、間違いがあった場合は、大会事務局から編制変更を指
示することもある。試合後発覚した場合でも、その選手の出場停止を含めた措置もあり得るの
で、申込に当たっては十分に注意すること。

④参加校は、大会会場である公共施設の体育館の「利用上の連絡、注意」を理解し、協力するこ
と。とくに駐車場利用について協力することは参加校の義務とし、引率者、引率保護者のみな
らず、応援来場者へも徹底すること。追記事項を遵守すること。

⑤大会情報は､結果も含めて、すべて下記札幌地区バドミントン協会ホームページに公開、掲載す
る ので、参加校は必ず閲覧、確認の上参加すること。

（株）スポーツハウスホームページ URL：http://www.sportshouse.info/
札幌地区バドミントン協会ホームページ URL：http://www.sapporo-badminton.com/

⑥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「発寒中学校 浦 雅之」まで
電話、FAX、校務支援メール、郵送でお送りしてある連絡用メールアドレスまで行うこと。
（勤務先：発寒中学校）

電話：０１１－６６１－０４１２ ＦＡＸ：０１１－６６１－３７６３
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13.申込要領 についての追記

●申込用紙の選手の「出場要件」の欄に下のＡからＥの記号を必ず記入すること

・全市、管内大会、本選出場者は中学在学期間すべてについて適用
・全道小学生大会もすべての学年について適用
・春季選手権大会団体戦本選の出場経験は問わない
・団体戦大会（この大会）の出場経験、実績は問わない

Ａ
春季大会個人戦本選、学年別大会本選、経験別大会Ｓクラスベスト３２以上、Ａクラス本選
中体連札幌市大会、石狩管内大会、新人戦札幌市大会、石狩管内大会の個人戦
に出場経験のある者、
中体連札幌市大会、石狩管内大会、新人戦札幌市大会、石狩管内大会の団体戦
選手として試合に出場（オーダーされた）経験のある者
道内他管内においても、管内大会について同等の経験のある者
他都府県において、都府県大会、政令指定都市の全市大会に出場経験のある者
＝＝＝＝＝＝＝Ａに当てはまる選手は グレードⅠ にしか出場できません＝＝＝＝＝＝＝

Ｂ
経験別大会Ｂクラス本選
個人戦の全市大会、本選の出場経験はないが、
中体連、新人戦地区団体戦選手として試合に出場（オーダーされた）経験ある者
中体連新人戦団体戦に参加しながら、学校事情等で団体戦のみを棄権した場合の選手全員
※学校閉鎖、学級閉鎖等により、大会そのものに参加できなかった場合はのぞく
団体戦は棄権したが、個人戦は参加したような場合

Ｃ
個人戦の全市大会、本選の出場経験はないが、
全道小学生大会（ＡＢＣ、全小予選個人、団体とも）に出場経験の有る者
十勝オープンの出場経験は問わない
他都府県において、都府県小学生大会（ＡＢＣ、全小予選個人、団体とも）
に出場経験のある者
＝＝＝Ｂ，Ｃに当てはまる選手は グレードⅠ，グレードⅡ にしか出場できません＝＝＝

Ｄ
個人戦の全市大会、本選の出場経験もないし、
中体連札幌市大会、石狩管内大会、新人戦札幌市大会、石狩管内大会の団体戦または、
中体連、新人戦地区団体戦選手として登録されたが、1度も試合に出場していない
（オーダーされていない）者
地区大会でオーダーされ、全市大会でオーダーされなかった者はＢ、
地区大会でオーダーされず、全市大会でオーダーされた者はＡ

Ｅ
個人戦の全市大会、本選の出場経験もないし、団体戦試合出場、登録経験のない者
＝＝＝＝＝＝Ｄ，Ｅに当てはまる選手は すべてのグレード に出場できます＝＝＝＝＝＝

グレードⅠ（ＧⅠ）の出場制限はありません

グレードⅡ（ＧⅡ）はおもに本選、全市大会、管内大会に出場経験のない者で
編成してください

グレードⅢ（ＧⅢ）おもに団体戦試合出場、登録経験のない者で編成してください
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17．そ の 他 ④についての追記

白石区体育館の駐車場利用について

本大会で利用する白石区体育館は、駐車場が狭く、駐車場利用については体育館
からもきびしく指導を受けています。以下の理由から大会出場校の皆さまには、お
願いしなければならないことがあります。

・大会出場関係者は、最大３５台までしか駐車できません。

・体育館に近い側は、一般利用者のために利用することはできません。

・応援での来場は、駐車場の利用はできません。

以上の理由から、駐車場利用につきましては、大会役員と選手の引率する教員（監
督）で、駐車証を掲示した１校１台までとし、すし詰め駐車を了承できる学校に限
らせていただきます。ご理解の上、ご参加いただきたくお願いいたします。

すし詰め駐車で駐車していただきますので、大会終了まで車を出すことは原則出
来ません。駐車する場所の指定も出来ませんし、配慮もしません。それに了承でき
る学校のみご利用ください。その際は、本協会の駐車場警備員の指示に従ってくだ
さい。

不便と感じる場合やすし詰め駐車が不都合な場合、近隣の一般有料駐車場、公共
交通機関をご利用になるか、近隣地下鉄駅近くの公共駐車場を利用し、白石区体育
館までは公共交通機関で来るなどのご協力をお願いします。

白石区体育館に近いアサヒビール園、コンビニエンスストア、スーパーマーケッ
ト駐車場などへの長時間無断駐車は、店舗に多大な迷惑をかけるばかりではなく、
札幌のバドミントン競技関係者自体の信頼を失墜させてしまう、大変残念な行為と
なります。絶対におやめください。


