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公益財団法人日本バドミントン協会  日本レディースバドミントン連盟

世界バドミントン連盟 (BWF)
大阪府バドミントン協会  大阪府レディースバドミントン連盟

大阪府 大阪府教育委員会 大阪市 大阪市教育委員会 公益財団法人大阪府スポーツ協会

朝 日新聞社  株式会社ベースボール・マガジン社

ヨネックス株式会社

ダイドードリンコ株式会社 株式会社阪急交通社  ファイテン株式会社

2022年 10月 19日 (水)代表者会議 16:30～   (受付16:00～ )
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9:20´ヽ

9:20～
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競技終 了後

〒542-0071大 阪市中央区道頓堀2-3-25
llE1 06-6213-9040

10月 20日 (木 )

21日 (ζ≧|)

22日 (土 )

23日 (日 )
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最肌
並既
並肌
萌囲

F.G.H.J.K(予 選リーグ戦)F.G.H.J.K(決勝トーナメント戦)

D.E(予選リーグ戦)D.E.F.G.H.J.K(決 勝トーナメント戦)

A.B.C(予 選リーグ戦)C.D.E(決勝トーナメント戦)

A.B.C(決 勝トーナメント戦)

8.会

第2会 場

〒556-0011大阪市浪速区難波中3-4-36

Th1 06-6631-0121

第3会場 〒556-0011大 阪市浪速区難波中3-8-8

TE1 06-6643-6444

9.種   目 団体戦

10.競 技規則  2022年BWF競技規則、同大会運営規程及び同公認審判員規程並びに日本レディースバドミントン

連盟大会運営規程による。

11.競 技方法  (1)試合は3複のブロック別リーグ戦の後、上位チームで決勝トーナメント戦を行う。

(但し、参加チーム数により変更することもある。)

(2)参加数によリポイント制限を行う場合がある。

(3)一対戦において同一選手が2複を兼ねて出場することはできない。

12.団 体編成  (1)1チ ームは監督1名 、選手6～ 8名 とし、コーチ1名 を置くことができる。

監督、コーチは選手を兼ねることができる。その場合には、選手欄にも氏名を記載すること。

なお大会当日選手5名 以下の時は失格とする。

(2)Aゾーン 競技レベルの高い選手で編成されたチーム

Bゾーン 3複の合算年齢271歳未満の選手で編成されたチーム

Cゾーン 3複の合算年齢271歳以上301歳未満の選手で編成されたチーム

Dゾーン 3複の合算年齢301歳以上320歳未満の選手で編成されたチーム

Eゾーン 3複の合算年齢320歳以上の選手で編成されたチーム

Fゾーン 選手各55歳以上で編成されたチーム

Gゾーン 選手各60歳以上で編成されたチーム

Hゾーン 選手各65歳以上で編成されたチーム

Jゾーン 選手各70歳以上で編成されたチーム

Kゾーン 選手各75歳以上で編成されたチーム

※年齢は2022年 12月 31日 現在とする。

(3)A・ G oH oJ・ Kゾーンについては他都道府県との混成チームも認める。

(4)Bゾーンについては同一都道府県内での混成チームも認める。

(5)C・ D・ E・ Fゾーンについては同一クラブ内でのチーム編成とする。

(6)申 込後の選手変更は変更届用紙に記入し、10月 12日 (水 )までに日本レディースバドミントン

連盟と大会事務局宛、送付すること。FAX可。(到着の確認を必ずすること。)

(7)海外チームについて(3)～ (6)はこの限りでない。

13.使用用器具 (公財)日 本バドミントン協会検定。審査合格用器具及び2022年度第1種検定合格水鳥球を使用する。

場  代表者会議

開 会 式

第 1会 場

道頓堀ホテル

エディオンアリーナ大阪 第1競技場

(大阪府立体育会館 )

エディオンアリーナ大阪 第2競技場

(大阪府立体育会館 )

大阪市立浪速スポーツセンター
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14.組 合 せ

15.参加資格

16.参 加 料

17.申 込期 日

18.申 込方法

19.申 込 先

20.表   彰

21.宿   泊

22.連 絡 先

23.備   考

(公財)日 本バドミントン協会が指名したレフェリー (競技役員長)も しくは、デピュティーレフェリー

(競技審判部長)の指示の下、日本レディースバドミントン連盟との間で厳正に執り行う。

(1)参加者は2022年 (公財)日 本バドミントン協会及び日本レディースバドミントン連盟に申込締切 日

までに登録済みの女性。

(2)Aゾーン参加者 (監督・コーチを含む)は (公財)日 本バドミントン協会のみの登録でも可とする。

(3)海外選手についての登録は問わない。

(4)なお参加チーム内、監督・コーチを含め過半数は(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。

海外チーム。A・J・ Kゾーンブロック出場者は資格の有無を問わない。

(1)1チーム 30,000円
(2)参加料は、申込期 日までに下記口座に振り込むこと。

郵便口座 No.00930-5-4669
口座名称 大阪府レディースバドミントン連盟

*領収書は発行しないので、振替受領書を保管すること。

2022年 8月 12日 (金 )必着

日本レディースバドミントン連盟ホームページよリダウンロードした所定の参加申込書に必要事項を

入力して印刷を3部とり、各々を正・副・控として、正・副に各都道府県協会会長印を捺印の上、それ

ぞれを、申込締切日までに下記宛に送付すること。

なお、入力した「参加申込ファイル」は電子メール添付ファイルにて担当者あて送付すること。

(1)(正) 〒601-8047京 都府京都市南区東九条下殿田町70京都府スポーツセンター内

日本レディースバドミントン連盟事務局

Te1 075-692-3483   Fax 075-692-3483

(2)(副)〒 577-0804大 阪府東大阪市中小阪5-12-4ローリエ人戸ノ里201

ヨネックス杯国際親善レディースバドミントン大会2022大会事務局
「Fel・ Fax 06-4309-8506

(3)電子メール送付先 osaka― ladies@trainocn.neJp

(1)(公財)日 本バドミントン協会。日本レディース連盟より各ゾーン優勝、準優勝、3位に賞状を授与

する。

(2)ヨネックス(株 )より、Aゾーン優勝にカップ (持ち回り)及び30万 円、準優勝20万 円、3位 15万 円、

B～ Kゾーン優勝、準優勝、3位チームには副賞を授与する。

(3)朝 日新聞社より各ゾーン優勝、準優勝、3位チームに賞状を授与する。

(4)最 終日を除き、各ゾーン競技終了後順次表彰を行う。

別紙宿泊要項による。

〒577-0804大 阪府東大阪市中小阪5-12-4ローリエ人戸ノ里201

ヨネックス杯国際親善レディースバドミントン大会2022大会事務局
′
rel・ Fax 06-4309-8506

(1)複数の都道府県選手でチームを編成する場合には、関係するすべての都道府県より申し込む

こと。

(2)競技中における負傷の応急処置は行うが、以後の責任は各参加者の負担とする。

各自健康に十分注意すること。但し、大会保険には加入している。

(3)競技中の服装は、自色または(公財)日 本バドミントン協会の審査合格品とする。

但し、海外の選手については問わない。

(4)背 面の表示については(公財)日 本バドミントン協会大会運営規程第24条 によるものとし、都道

府県名・チーム名。選手名を明示すること。但し、本連盟大会運営規程により、上衣背面以外の

部位へはいかなる表示も認めない。海外及びAゾーンの選手はこの限りではない。

(5)申 込後、出場を取り消されても参加料は返金しない。

(6)本大会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

利用しない。

(7)大 会結果。写真等は、関連ホームページ・報道機関に提供、公開されることがあります。

(8)(公財)日 本バドミントン協会環境委員会よりのお願い
。開催地のゴミの分別収集にご協力下さい。
・宿泊先の部屋から出る時には、エアコン、テレビ、ライトのスイッチを消して下さい。

・マイ歯ブラシを持参して大会に参加して下さい。

(9)新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、公益財団法人日本バドミントン協会の「新型

コロナウイルス感染症対策に伴うバドミントン活動ガイドライン」を基に、大会を開催いたします。


