
平成 30 年度第２回岐阜県社会人クラブチーム対抗バドミントン大会要項 

１ 大 会 名  平成 30 年度第２回岐阜県社会人クラブチーム対抗バドミントン大会 

２ 主  催  岐阜県バドミントン協会 

  及び主管  岐阜県社会人バドミントン連盟 

３ 大会日時  平成 30 年 11 月 25 日（日）山県市総合体育館 

平成 30 年 12 月 9 日（日）北方町総合体育館 

        開場 8時 30 分  監督会議 9時  試合開始時間 9時 30 分 

４ 開催場所  山県 山県市総合体育館    山県市高木１６７５ 

℡0581-22-6622 

        北方 北方町総合体育館    本巣郡北方町高屋石末１－９ 

℡058-323-3500 

５ 種  別  団体戦（複３） 

 (1)  男子の部  ア 男子１部リーグ   北方 

          イ   ２部リーグ   北方 

          ウ   ３部リーグ   山県 

          エ   ４部リーグ   北方 

          オ   ５部リーグ   山県 

          カ   ６部リーグ   山県 

          キ   ７部リーグ   山県 

          ク   ８部リーグ   山県 

          ケ   ９部リーグ   山県 

 (2)  女子の部  ア 女子１部リーグ   山県 

          イ   ２部リーグ   北方 

          ウ   ３部リーグ   山県 

          エ   ４部リーグ   山県 

          オ   ５部リーグ   北方 

          カ   ６部リーグ   山県 

          キ   ７部リーグ   山県 

※ 参加チーム数により会場を変更する場合があります。その際は、代表者に連絡します。 

６ 競技規則  本年度(公財)日本バドミントン協会競技規則並びに大会運営規程による。 

７ 使 用 球  大会主催者が準備したものを使用する。 

８ 競技方法  (1) 団体対抗リーグ戦方式による。 

        (2) １チームの編成は、監督１名、選手６～11 名以内とする。 

         （監督が選手を兼ねる場合には、選手欄にも必ず記入すること。尚、監督 

         は 2 つのチームの監督を兼ねることはできない。） 

９ 参加資格  (1) 岐阜県バドミントン協会登録者であること｡ 

※他県協会登録者の参加は不可となります。 

        (2) 社会人（18 歳以上、学生は不可）を対象とし、一人１種目とし、各部リ 

ーグと兼ねての参加はできない。 

(3) チーム編成は、岐阜県バドミントン協会登録者でその団体単位で編成す 

ること。また、選手は当該年度内における他チームへの異動はできません。 

チーム名は継続的に使用することを前提とし、できるだけ前年度と同一の 

チームで参加すること。 



(4) 公認審判員有資格者が、チーム内に１名以上在籍すること。（申込み時点 

で、資格者がいない場合は、参加を認めません。また、各試合相互審判で 

大会を運営していくため、大会当日も必ず１名は参加していること。） 

10 参加料及  (1)  参加料       １チーム       10,000 円 

  び登録料  (2)  連盟団体登録料   １チーム        2,000 円 

         ※１ 申し込みと同時に納入のこと。 

          ２ メールでの配信及び申し込みの場合は、団体登録料を 1,000 円とし 

           ます。 

11 申込方法  (1) 締め切り  平成 30 年 11 月 2 日（金） 

(2) 申し込み場所郵送先 

〒509-0147 岐阜県各務原市鵜沼川崎町 2-144-6 

            岐阜県社会人バドミントン連盟事務局 伊藤 誠 気付 

            ＦＡＸ 058-383-7909 ※着信を必ず、確認してください。 

          E-mail  gifubadsyakaijin@hotmail.co.jp 

         岐阜県バドミントン協会の HP に本要項を掲載しておりますので、その申込 

       ファイルにおいて上記アドレスへお申し込みください。その場合は、団体登 

       録料を 1,000 円とする。なお、その場合、郵便での案内はしません。 

県協会 http://www.gifu-badminton.com/index.html 

        (3) 振込先  十六銀行 あかなべ支店 

               普通預金 1353571 

               岐阜県社会人バドミントン連盟 事務局 伊藤誠 

        (4) その他 

今大会の申込み、参加料及び連盟団体登録料のみ上のアドレス及び振込

先にて受付します。 

平成２７年度より岐阜県バドミントン協会登録及び日本バドミントン協 

会登録の方法が変りました。 

会員登録は、https://m2.members-support.jp/NBA/から個人または団体

代表者が登録して下さい。 
12 表  彰   各部の１位２位に賞品を授与する。 

13 そ の 他  (1) 競技者のユニフォームは白。色付き着衣を使用する場合は（公財）日本 

         バドミントン協会の審査合格品とする。（Ｔシャツは不可） 

(2) 組合せ及び使用シャトル・ネットは、岐阜県社会人バドミントン連盟競 

技委員会（以下、「委員会」という。）において決定する。 

(3) 各部は、原則として４チームにより編成し、委員会において決定する。 

申込の状況によっては、部を追加する。なお、新規に参加するチームにあ 

っては、最も下位のリーグからの出場となる。（別紙「平成 30 年度第 1回 

大会結果及び各ﾘｰｸﾞ編成の方針による。） 

(4) 選手が負傷した場合、応急手当は主催者において行い、医師にかかった 

場合は保険金を支払う。この傷害保険の掛け金は、参加料から支出する。 

(5) 競技者着衣背面には登録チーム名、又は略称チーム名を示すマークを必 

ずつけること。マークなしでの試合は認めない。(公財)日本バドミント

ン協会大会運営規程第２４条と同様のものを準備すること。（例：文字列

の大きさを高さ６㎝～１０㎝、横３０㎝以内） 

 



(6) 試合当日の選手のメンバー変更については、監督会議において協議する 

こととする。 

(7) 試合は、３ダブルスとも実施する。 

(8) 当日、メンバーが不足している場合は、不戦負けとするが、オープン試 

  合を行う。 

(9) 審判については相互の対戦チームから出して行う。 

(10)会場駐車場について、駐車可能台数に限りがあるため、なるべく乗り合 

いでご来場頂く様、宜しく御願い致します。 

(11)今大会の会場準備及び撤収、運営当番は、山県会場を男子８部、北方会 

   場を女子２部参加クラブでお願いします。各会場８時集合でコート等の準 

備お願い致します。 

 

※他県登録者の参加を不可とします。 

 

 

       平成 30 年度 第 2 岐阜県社会人クラブチーム対抗バドミントン大会申込書

氏　　名 生年月日 審判資格 協会登録番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

          ＊監督と選手が兼ねる場合には、選手欄にも必ず記入すること。
　　　　　　種目については、該当の記号等を囲むこと。
　　　　　  １チーム１枚の申込書で申し込むこと。

　岐阜県社会人バドミントン連盟　理事長　様

円　× 1チーム

円　× 1チーム 合計

※　メールで申し込みの場合は、団体登録料は１，０００円とします。　

　上記のとおり参加料を振り込みのうえ、申し込みます。

      　　クラブ名　　

      　　　　　申込責任者（代表者）

    住所 〒

    氏名

    電話 　 （ ）

Email　：

年間団体登録料

監　　督

４部リーグ

５部リーグ

８部リーグ

６部リーグ

７部リーグ

男子

女子

チーム名

３部リーグ

選
　
　
　
手

参　加　料　

１部リーグ

２部リーグ

９部リーグ



 

 

 

大会責任者

連絡先

男子36チーム

女子32チーム

１　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位

１　部 BOUZU TEAM BERRY 各務原ｸﾗﾌﾞ LEON

２　部
木更津
キャッツアイ

梅林ｸﾗﾌﾞ キャロット
高山
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞA

３　部
市橋
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞY

岐北ｸﾗﾌﾞA UniDoS TONO. BC

４　部
郡上
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ

やぶたｸﾗﾌﾞ 川辺クラブ Forest A

５　部 WINGISLAND Spirits SEVENSTAR'S Forest B

６　部 NOIR リフレッシュ バドルフィールド
市橋
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞX

７　部
三菱ﾏﾃﾘｱﾙ
BADRANGER

梅林ベアーズ 国府羽球
高山
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞB

８　部 岐北ｸﾗﾌﾞB NBC やぶた南くらぶ
市橋
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞZ

９　部 やぶたシニア SGクラブ
市橋
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞG

ミニドラ

１　部 大垣ｸﾗﾌﾞA
高山
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞA

Wendy Apricot

２　部
市橋
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞA

ＯＺ Clubディズニー ソアーA

３　部 川辺 TEAM BERRY
木更津
キャッツアイ

市橋
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞL

４　部
郡上
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ

川辺C
Toki badminton
Club

５　部 Tim Tam 桜組　咲 ソアーB 川辺B

６　部 Colline FC
市橋
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞB

大垣ｸﾗﾌﾞB 可茂女

７　部 高山木曜ｸﾗﾌﾞ
市橋
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞF

バンビ

８　部 国府羽球 桜組　花 ミニドラ

大会結果報告書

大会名

期日

会場

平成30年4月1日
平成30年4月29日

山県市総合体育館
OKBぎふ清流アリーナ

平成30年度第1回岐阜県社会人ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ対抗ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会

男子

種別

参加数 団体

女子

個人

水野　新悟

090-8738-1958

－

－



 

11月25日 山県：山県市総合体育館
12月9日 北方：北方町総合体育館

平成30年度第２回リーグ編成
男子　　36チーム 女子　　31チーム
男子１部リーグ 北方 女子１部リーグ 山県

1 BOUZU 大垣クラブA
2 TEAM BERRY 高山バドミントンクラブA
3 各務原クラブ Wendy
4 木更津キャッツアイ 市橋バドミントンクラブA

男子２部リーグ 北方 女子２部リーグ　　　 北方
1 ＬＥＯＮ Apricot
2 梅林クラブ ＯＺ
3 キャロットst.A Clubディズニー
4 市橋バドミントンクラブY 川辺

　 　
男子３部リーグ　 山県 女子３部リーグ 山県

1 高山バドミントンクラブA ソアーA
2 岐北クラブA TEAM BERRY
3 UnｉDoS 木更津キャッツアイ
4 郡上バドミントンクラブ 郡上バドミントンクラブ

男子４部リーグ 北方 女子４部リーグ 山県
1 TONO.BC 市橋バドミントンクラブL
2 やぶたクラブ 川辺C
3 川辺クラブ Tim Tam
4 ＷＩＮＧＩＳＬＡＮＤ Toki badminton Club

男子５部リーグ 山県 女子５部リーグ 北方
1 Forest A 桜組　咲
2 Spirits ソアーB
3 SEVENSTAR'S Colline FC
4 ＮＯＩＲ 川辺B

男子６部リーグ 山県 女子６部リーグ 山県
1 Forest B 市橋バドミントンクラブB
2 リフレッシュ 大垣クラブB
3 ﾊﾞドルフィールド 高山木曜ｸﾗﾌﾞ
4 三菱マテリアルBADRANGER 可茂女

男子７部リーグ 山県 女子７部リーグ※ 山県
1 市橋バドミントンクラブX 市橋バドミントンクラブF
2 梅林ベアーズ バンビ
3 国府羽球 国府羽球
4 岐北クラブB 桜組　花

ミニドラ
男子８部リーグ 山県 ※印は、15P-3Gマッチ

1 高山バドミントンクラブB 【新参加チームについて】
2 ＮＢＣ
3 やぶた南くらぶ
4 やぶたシニア

男子９部リーグ 山県
1 市橋バドミントンクラブZ
2 SGクラブ
3 市橋バドミントンクラブG
4 ミニドラ

①一部ﾘｰｸﾞの優勝ﾁｰﾑを除き、優勝ﾁｰﾑは、上位のﾘｰｸﾞに上がり、各ﾘｰｸﾞの最下位ﾁｰﾑは、下位のﾘｰｸﾞに下がり
ます。
（基本は、４ﾁｰﾑ編成です。前回大会ｵｰﾌﾟﾝ参加ﾁｰﾑは、下位ﾘｰｸﾞへ下がる。）
②また、大会の出場ﾁｰﾑ数によっては、各部ﾘｰｸﾞは編成ﾁｰﾑが変わることがあります。
③最も下位のﾘｰｸﾞ及びその上位のﾘｰｸﾞは、３ﾁｰﾑ編成をつくることがあります。また、最も下位のﾘｰｸﾞは５ﾁｰ
ﾑ編成をすることもあります。

重要：各ﾘｰｸﾞ編成の方針

●男子チーム　新たに参加のチームは10部リー
グ、または、最も下位のリーグとする。会場は山
県市総合体育館

●女子チーム　新たに参加のチームは８部リー
グ、または、最も下位のリーグとする。会場は山
県市総合体育館


