
第５９回全日本社会人バドミントン選手権大会要項 

 

１ 主  催  公益財団法人日本バドミントン協会 

２ 主  管  愛知県バドミントン協会・一宮バドミントン協会 

３ 後  援  愛知県・愛知県教育委員会・(公財)愛知県体育協会 

        一宮市・一宮市教育委員会・一宮市体育協会・中日新聞社 （いずれも予定） 

４ 期  日  平成２８年９月２日（金）～７日（水） 

         開会式 ９月２日（金） １７時３０分より 

         競 技 ９月３日（土）～７日（水） 

         閉会式 ９月７日（水） 競技終了後（１５:００頃を予定） 

５ 会  場  一宮市総合体育館 

         愛知県一宮市光明寺字白山前２０番地  電話：０５８６－５３－６３００ 

          第１競技場（ＤＩＡＤＯＲＡアリーナ・１６面） 

          第２競技場（いちい信金アリーナＡ ・１０面） 

          第３競技場（いちい信金アリーナＢ ・１０面） 

６ 種  目  (1) 男子単   (2) 男子複   (3) 女子単   (4) 女子複   (5) 混合複 

７ 競技規則  平成２８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 

８ 競技方法  各種目ともトーナメント方式とし、３位決定戦は行わない 

９ 使用器具  (公財)日本バドミントン協会検定・審査合格用器具及び平成２８年度第１種検定合格水鳥球を使用する 

10 参加資格  下記のＤ及びＥの項目の資格を有し、各都道府県バドミントン協会加盟者で平成２８年６月１日（水）までに 

        (公財)日本バドミントン協会に一般社会人として会員登録を完了し次のＡＢＣ各項目のいずれかに該当する者 

         Ａ 前年度本大会の男子単・複、女子単・複、混合複ランキング８位以内 

         Ｂ 本大会申し込み締切時の日本ランキング男女単・複・混合複１６位以内 

         Ｃ (公財)日本バドミントン協会決定の各都道府県割当数以内 

         Ｄ 日本国籍を有する者または日本国で出生し引き続き国内に居住している者 

         Ｅ (公財)日本バドミントン協会公認審判員の有資格者であること 

11 参加制限  (1) 各都道府県割当数は、男女各単１、複１を基礎割当とする 

        (2) 平成２７年度(公財)日本バドミントン協会登録区分〔一般〕の各都道府県登録者の３％を 

          乗じて割り当てる なお、この数は(1)の外数である 

        (3) 都道府県ごとに参加者が割当数に満たない場合には、主管県の判断により追加参加を認める 

          ことができる 

        (4) １選手は２種目以内の参加とし、単と混合複は兼ねられない 

12 組み合せ  (1) (公財)日本バドミントン協会が指定した競技役員長（レフェリー）の指示の下、競技審判部長 

          （デピュティーレフェリー）及び主管団体役員によって行う 

        (2) シードは、参加資格Ｂのランキングによって行う 尚、併せて平成２８年度（公財）日本バド 

          ミントン協会大会運営規程第５章第２８条～３２条（シ－ドを除く）を適用する 

13 参加料と  (1) 各種目とも、一人一種目  ７，０００円（複は一組 １４，０００円） 

  振込方法  (2) 上記の内訳を、別紙参加料納入表に記入し、下記口座へ６月３０日（木）までに振り込むこと 

          金融機関 名古屋銀行 小田井支店 

          口座番号 普通－３４３７８９４ 

          口 座 名 第５９回全日本社会人バドミントン選手権大会  

                 （ゼンニホンシャカイジン）   総務 平岩喜美子 

 



 

14 申込締切日  平成２８年６月３０日（木）必着のこと 

15 申込方法  愛知県バドミントン協会ホ－ムペ－ジよりダウンロ－ドした所定の申込書に必要事項を入力し、 

        印刷を３通取り各々を正・副・控として、正・副に都道府県協会会長の印を捺印の上、所属都道府県 

        協会毎に一括して申込み締切日までに下記に送付すること 尚、入力した「申込用ファイル」は 

        電子メ－ルにて愛知県バドミントン協会事務局へ添付ファイルにて送付すること 

16 申込場所  (1) 正 〒１５０－８０５０ 

           東京都渋谷区神南１－１－１ 岸記念体育会館内 

              公益財団法人日本バドミントン協会 事務局 宛 

        (2) 副 〒４５２－０８２２ 

             名古屋市西区中小田井１－２２３  平岩 喜美子 気付 

                第５９回全日本社会人バドミントン選手権大会事務局 宛 

        (3) 控 各都道府県で保管のこと 

        (4) 「申し込みデータファイル」の送付先 entry59@badminton-aichi.com 

17 着  衣  平成２８年度(公財)日本バドミントン協会大会運営規程第４章第２３条による 

        なお、日本リーグ・全日本実業団大会及び全日本教職員大会に使用したものも可とする 

18 宿  泊  別紙宿泊要項による 

19 表  彰  (1) 優勝者に優勝杯（持ち回り）、並びにレプリカ及び(公財)日本バドミントン協会より金メダルを授与する 

        (2) 第２位及び第３位の選手に(公財)日本バドミントン協会より銀、銅メダルを授与する 

        (3) 各種目とも、第１位から第３位までの選手に表彰状を授与する 

20 大会事務局   〒４５２－０８２２ 

           名古屋市西区中小田井１－２２３  平岩 喜美子 気付 

             第５９回全日本社会人バドミントン選手権大会事務局 

             電話：０５２－５０１－６５９１（ＦＡＸ共通） 

             メールアドレス entry59@badminton-aichi.com 

21 代表者会議  平成２８年９月２日（金） 愛知県一宮市光明寺字白山前２０番地 一宮市総合体育館 

  及び開会式  代表者会議  １６：３０～         電話：０５８６－５３－６３００ 

        開 会 式  １７：３０～ 

        （注）各都道府県から、代表者会議・開会式には２名以上必ずご出席ください 

          なお、別紙にて出席者氏名を６月３０日（木）までにご報告ください 

22 備  考  (1) 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、 

          これ以外の目的に使用することはありません 

        (2) (公財)日本バドミントン協会環境委員会からのお願い 

          ①（開催地の）ゴミの分別収集にご協力ください 

          ②（宿泊先の）部屋から出るときは、エアコン・テレビ・ライトのスイッチを消してください 

          ③ マイ歯ブラシを持参して大会に参加してください 

        (3)病気・事故に備えて、各自健康保険証を持参してください 

         けが等の場合には、可能な応急処置はしますが、各自の責任に帰することとします 

        (4)厳正を期すために、申込期限・申込方法・宿泊申込について、特に期限等を留意してください 

        (5)他の都道府県の選手と組んで複の種目に出場する場合は、両方の都道府県より申し込むこと 

        (6)本大会は敗者審判制（線審のみ）を導入します 



各都道府県別、「選手割当て数」

（H27年度一般登録人数 × 3％)+基本数

（人） 

1 北海道 1 北海道 2,591 84 25 滋　賀 604 25

2 青　森 213 13 26 京　都 1,853 62

3 岩　手 518 22 27 大　阪 4,710 148

4 宮　城 1,663 56 28 兵　庫 2,908 94

5 秋　田 194 12 29 奈　良 1,026 37

6 山　形 612 25 30 和歌山 336 17

7 福　島 528 22 31 鳥　取 600 24

8 茨　城 906 34 32 島　根 266 14

9 栃　木 916 34 33 岡　山 541 23

10 群　馬 994 36 34 広　島 706 28

11 埼　玉 2,507 82 35 山　口 861 32

12 千　葉 2,562 83 36 香　川 1,549 53

13 東　京 4,737 149 37 徳　島 310 16

14 神奈川 3,751 119 38 愛　媛 64 8

15 山　梨 746 29 39 高　知 632 25

16 新　潟 2,953 95 40 福　岡 1,709 58

17 長　野 544 23 41 佐　賀 821 31

18 富　山 841 32 42 長　崎 1,487 51

19 石　川 1,856 62 43 熊　本 1,171 42

20 福　井 792 30 44 大　分 815 31

21 静　岡 886 33 45 宮　崎 340 17

23 三　重 1,008 37 46 鹿児島 405 19

24 岐　阜 1,013 37 47 沖　縄 224 13

＊ 開催地 22 愛　知 5,095 159

62,364 2,176

近 畿

都道府県名
H27年度
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№

総　　合　　計

東 海

7

北信越

東 北

第５９回 全日本社会人バドミントン選手権大会

ブロック № 都道府県名
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出場選手
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6

5

中 国

8 四 国

9 九 州

3 関 東

4

2



第５８回全日本社会人バドミントン選手権大会　ランキング

種目 男子単 男子複 女子単 女子複 混合複
参加数 378 291 109 139 173

保木 卓朗 福万 尚子 園田 啓悟
小林 優吾 與猶 くるみ 福万 尚子

(東京) (富山) (東京) (熊本) (富山・熊本)
佐伯 祐行 栗原 文音 金子 祐樹
垰畑 亮太 篠谷 菜留 栗原 文音

(富山) (東京) (島根) (東京) (東京)
井上 拓斗 村山 祐美 垰畑 亮太
金子 祐樹 浦谷 夏未 東野 有紗

(神奈川) (東京) (東京) (秋田) (東京)
園田 啓悟 新玉 美郷 権藤 公平
下農 走 渡邉 あかね 廣田 彩花

(東京) (富山) (東京) (東京) (富山・熊本)
島田 大輝 川島 里羅 山東 亮太
竹内 義憲 尾﨑 沙織 久後 あすみ

(東京) (東京) (熊本) (東京) (和歌山・島根)
大嶋 一彰 星 千智 高階 知也
海野 祐樹 東野 有紗 江藤 理恵

(富山) (神奈川) (東京) (東京) (大阪・岐阜)
大越 泉 永原 和可那 井上 拓斗
星野 翔平 松本 麻佑 篠谷 菜留

(宮城) (東京) (東京) (秋田) (東京)
渡邊 達哉 久後 あすみ 伊東 克範
権藤 公平 横山 めぐみ 浦谷 夏未

(東京) (富山) (東京) (島根) (石川・秋田)

渡邉 あかね

星 千智

佐藤 冴香

漆﨑 真子

今別府 香里

大堀 彩

峰 歩美

川島 里羅

小野寺 裕介

下農 走

堀川 善生

佐藤 黎

2015/8/29-9/2　福岡県北九州市

５　位

優　勝

準優勝

３　位

坂井 一将

山口 容正

丸尾 亮太郎

竹内 宏気




