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第 29回福島オープンレディースバ ドミン トン大会要項

福島県レディースバ ドミン トン連盟

福島県レディースバ ドミン トン連盟いわき 相双支部

福島県バ ドミントン協会 いわき市 いわき市バ ドミン トン協会

ヨネックス株式会社

令和 4年 6月 2日 (木 )

受付 8:30～  開会式 9:15～  競技開始 9:30～

Aク ラス (1部・2部)～Hク ラス (2部 )

令和 4年 6月 3日 (金 )

受付 8:30～  開会式 9:15～  競技開始 9:30～

Jク ラス (2部)～Rク ラス (2部 )

楽今後の新型コロけウイルス●鍛状滉によつては、鵬僣を中止する綱含があります。

中止となつた場合は、相島県バドミントン協会ホームベージに担載して皐肉致します。

いわき市総合体育館

〒970‐ 8032 福島県いわき市平 ド荒川南作 100

TEL 0246-29-1171

7.競技種|] ダブルス個人戦 (大会前日のベア合計年齢)

6.会  場

8.競 技種別及び競技方法

6月 2「|(木) Aク ラス

2部 Aク ラス

Bク ラス

Cク ラス

Dク ラス

Eク ラス

Fク ラス

Gク ラス

Hク ラス

6月 3[|(金 ) Jク ラス

Kク ラス

Lク ラス

Mク ラス

Nク ラス

0ク ラス

Pク ラス

Qク ラス

Rク ラ ス

ル選終 r後 トーナメン |ヽ 戦

2部 |ま ブロック別 リーーグ戦

(85,1茂 だノ、ド)

(85歳 以 ド)

(86～ 90,1長 )

(91～ 95歳 )

(96～ 100,I根 )

(101´-10511隻
)

(106^‐ 110,チ茂)

(111～ 115歳

(116～ 120歳 )

(121～ 125「学支)

(126～ 130歳 )

(131～ 135歳 )

(136～ 140歳 )

(141～ 145歳 )

(146～ 1501笑 )

(151^V155岸支)

(156～ 160歳 )

(161歳以 11)



9.競技規則 令和 4年度 (公財)日 本バ ドミン トン競技規則 。大会運営規定により行いますc

ポイン トは参加人数により制限することがあります。

トレーニングパンツ 。アンダーウエアは(公財)日 本バ ドミン トン協会公認であれば

可とします。

ゼッケンは、必ず背面に下記の形式のものを着用のこと (ど ちらでも可)

10.試 合 球  ヨネックス ニューオフィシャル

11.参 加資格 令和 4年度 日本 レデ ィースバ ドミン トン連盟及び、各都道府県レディースハ ドミン

トン連盟登録済の者 とします c

選手の年齢は、大会前 日 (令和 4年 6月 1日 または 2日 )の年齢 とします [

但 し、Eク ラス以上のエン トリーは、各自の年齢が 50歳以上 とします(

参加申込後の選手の変更は同ブロック内であれば認めます。 (当 lt可 )

12.表  彰  各ブロック 1位のみ賞状・賞品を授与 します。

13.参 加 料 1人 2,000円

※当日受付にて集金 (申込書ごとにまとめてお願いします。)

締切日(4月 25日 )を過ぎてからの申し込み取り消しには対応致しますが、

鬱加料は発生しますので、ご注意ください。

14.申 込 先 〒979-3132

福島県いわき市平赤井比良 3‐ 155

第 29口福島オーフンレディースバ ドミン トン大会事務局

TEI」  0246‐ 25‐ 5739     うち1絆 090‐ 6252‐ 5896

稲村美幸宛

15.中 込期 日  令和 4年 4月 25「|(月 )必着

16.そ の 他

都道府県名

クラブ名

氏  名

都道府県名

氏  名

お問合せは、稲村美幸携帯 090‐ 6252‐5896ま で

*各 クラス参加者が少数の場合は他のブロックに変更します´

(組合せは福島県レデノースバ ドミン トン連盟|こ 一任願います )

*怪我、疾病について |よ、各自処置してくださいc

なおスポーツ安全保険に各自加入願います。

*宿泊については、各自手配 してください,

*健康状態確認シ
=卜

盛、大会当日の朝、受イ立に提出願いま■。


