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第２６回東北小学生バドミントン大会 
 

実  施  要  項 

 

１ 主  催  日本小学生バドミントン連盟・東北小学生バドミントン連盟 

２ 主  管  岩手県小学生バドミントン連盟・岩手県バドミントン協会 

３ 後  援  岩手県教育委員会・岩手県体育協会・花巻市 

４ 特別協賛  ヨネックス株式会社 

５ 協  賛  日本バドミントン専門店会東北ブロック 

６ 期  日  令和２年１０月１０日（土） ８：００  開館 男子受付 

８：４５  代表者会議 

９：１０  開会式 

９：３０～ 競技開始 男子単・複 

      結果発表 閉会式 

１０月１１日（日） ８：００  開館 女子受付 

          ８：４０  開会式 

９：００～ 競技開始 女子単・複 

                            結果発表 閉会式 

７ 会  場  花巻市総合体育館 第１アリーナ 

        〒025-0066  岩手県花巻市松園町 50  TEL 0198-23-1611 

８ 参加資格  ①令和２年度(公財)日本バドミントン協会に登録済みの者。 

(各県予選大会時までに登録完了の者) 

              ②各県バドミントン協会・各県小学生バドミントン連盟が推薦した者。 

        ③令和元年度全国小学生選手権大会男女５年生以下シングルスベスト８ 

及び男女４年生以下シングルス２位までの者は出場できない。 

９ 種  目  個人戦 

        男子シングルス４年生以下      男子ダブルス ４年生以下 

               ５年生以下             ５年生以下 

               ６年生以下             ６年生以下 

女子シングルス４年生以下      女子ダブルス ４年生以下 

               ５年生以下             ５年生以下 

               ６年生以下             ６年生以下 

10 競技規則  令和２年度(公財)日本バドミントン協会競技規則及び同大会運営規定 

並びに同公認審判員規則による。 

11 競技方法  ①各種目２４以内の選手によるトーナメント戦とし、３位決定戦を行う。 

         ②選手は、単複を兼ねることはできない。 

12 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第１種検定合格

水鳥球を使用する。 

13 参 加 料  シングルス 3、000 円   ダブルス 6、000 円 
 

14 申込方法  別紙申込書により各県まとめて電子メールにて申し込むこと。 

15 申込締切  令和２年９月１日（火）必着 

16 申 込 先   〒028-3616 岩手県紫波郡矢巾町大字白沢 3-35-129 

              岩手県小学生バドミントン連盟  新井山 浩之  宛 

              メール hamanohiro1998@yahoo.co.jp 
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17 参 加 料   大会実施正式決定後、各県まとめて下記口座に振り込むこと。 

  振 込 先  岩手銀行都南支店 普通預金 ２０３５４１５ 

           岩手県小学生バドミントン連盟事務局 代表 新井山浩之 

18 表  彰  各種目第３位まで表彰する。（結果発表のみで、表彰式は行わない。） 

19 代表者会議 １０月１０日（土）８:４５より花巻市総合体育館２階多目的ルームで行

う。 

        出席者は各県理事長および代表１名とする。 

20 そ の 他  ①組み合せは、東北小学生バドミントン連盟規定（平成 22 年度改訂）を

もとに東北理事長会議において行う。 

        ②競技中の着衣は(公財)日本バドミントン協会審査合格品とし、上着背

面に「県名、氏名(フルネーム)」を表示すること。 服装、表示等が適

切でない場合は失格とする。県名表示は「○○県」または「○○」と

する。 

 

                       縦 １５cm～２０㎝ 

                       横 ２５cm 

                       文字の高さ ６cm～１０cm 

 

 

         ③本大会における「新型コロナウイルス感染症対策」を遵守すること。 

        ④大会参加者は，選手・保護者・コーチ・大会役員・運営スタッフのみ

とする。（兄弟、祖父母等は入場できない。） 

        ⑤コーチは、日本バドミントン協会審判員登録者又は審判員資格取得予

定者とし、登録人数は 1 クラブ４名までとするが、ベンチ入りは１名

とする。競技規則に則り適切な態度・服装で対応のこと。 

        ⑥参加クラブは、「参加者名簿（健康状態確認シート）」に参加者名等を

記載し、各県連盟理事長がまとめて事前に提出すること。大会当日に

各自で検温し、「参加者名簿」に健康状態を記入し受付に提出すること。 

⑦１階入口は大会役員・運営スタッフ・岩手県関係者専用とする。岩手

県以外の選手・保護者・コーチは２階入口から入場すること。体育館

の開館は８：００とするが、混雑解消のために入場開始時刻を県ごと

に決めて行う。 

⑧選手の引率は保護者またはコーチが責任を持つこと。競技中に起きた

怪我などの応急処置は行うが、その他の責任は負わない。 

        ⑨練習は、前日及び当日朝には行わず、２回戦までの試合前に２分間行

う。 

        ⑩申込書記載の個人情報は、本大会関係以外の目的では使用しない。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

岩手 
 

宮沢賢治 
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競技・審判上の注意 
 

 

１、本大会は、令和２年度公益財団法人日本バドミントン協会競技規則・大会運営規定及

び公認審判員規定により行います。 

 

２、進行上の確認事項 

 ① 競技は、タイムテーブルをもとに進めます。30 分前には会場内に待機してください。

2 順目以降は空いたコート順に「流し込み方式」で行います。 

 ② 選手及びコーチは、確認後に審判団とともに入場します。放送の指示で選手集合所

にお集まりください。その際、ベンチ入場者は、各県連盟を通して承認を受け、許可

証を有する者に限ります。 

 ③ 入場は主審に続き、若番の選手から入場します。退場は主審に続き勝者から退場し

ます。競技場の入退場は、係員の指示に従ってください。 

 ④ 試合が連続する場合は、前の試合終了から原則として 15 分の間隔を空けます。 

 ⑤ シャトルの選択は認めません。シャトルの交換は主審の指示に従ってください。 

 ⑥ 公式練習は、初回戦のみ３分以内とし、それ以降のものについては認めません。練

習は、選手同士で行い、コーチはコートに入ることはできません。 

 ⑦ 試合開始時は、ウエアの裾をパンツ等の中に入れて下さい。 

 ⑧ 主審が必要と認めた以外のプレーの中断は認めません。 

 ⑨ 試合中の水分補給やタオルの使用は、原則としてインターバル時以外認めません。 

  主審の指示に従ってください。 

 ⑩ インターバルは、競技規則の範囲で認めます。計測は主審が行います。 

  ・１１ポイント時６０秒以内、ゲーム間１２０秒以内。なお、ゲーム間の助言につい

て、コーチはチェンジエンズ後に助言を行い、２０秒のコールとともに速やかにコ

ートから離れてください。 

⑪ 試合中の病気やけがに対して、コートに入ることができるのは、医師、医療補助員

と競技役員長及び競技審判部長のみです。 

⑫ 競技の服装は、（公財）日本バドミントン協会審査合格品とし、上着背面に要項に定

められたゼッケンをつけてください。（チーム名表記のあるものは認めません。） 

⑬ 競技中は、マナーを大切にし品位あるプレーをするよう、監督者は指導願います。 

過度に相手を威圧する態度や行為については、警告もしくはフォルトを適用します。 

⑭ ベンチ入りするコーチの服装については品位あるものとし、指導者としての品格を

望みます。また、競技場内への携帯電話及びモバイル機器等の持ち込み並びに使用を

禁止いたします。 

⑮ 審判員の判定に対し、「抗議」「異議」を唱えることはできません。「質問」について

は、次のプレーが始まる前に当該選手のみ行うことができます。 
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会場使用上の注意 
 

 

１、館内はすべて、土足禁止です。必ず上履きに履き替えてください。選手・保護者・コ

ーチの入り口は 2 階、役員入り口は 1 階です。外履きは各自管理願います。 

２、館内はすべて、禁煙です。喫煙される方は、指定された場所のみでお願いします。 

３、観客席は、各県ごとに配分しました。間隔をとり互いに譲り合ってご利用ください。

各県指定エリア以外は使用しないでください。貴重品等の管理は、各自責任をもって行

ってください。 

４、団旗等は、各県指定エリアで、競技に支障がないように節度をもって掲げてください。 

５、ごみの各自処理にご協力願います。 

６、カメラのフラッシュ撮影は、厳禁です。また、ビデオ撮影等のためのコンセント使用

も禁止します。 

７、アリーナ以外での打ち合いや素振り等の練習を禁止します。 

 

 

 

 

 

 

 

大 会 式 次 第 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

開 会 式 

 

１ 開会宣言 

２ 主催者あいさつ 

３ 競技審判上の注意 

 会場使用上の注意 

４ 閉式通告 

 

閉 会 式 

 

１ 開式通告 

２ 成績発表 

３ 主催者あいさつ 

４ 閉会宣言 
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第２６回東北小学生バドミントン大会開催に伴う 

新型コロナウイルス感染症対策 
 

岩手県小学生バドミントン連盟 

 

１ 大会参加対象 

・選手・保護者・コーチ・大会役員・運営スタッフのみとする。 

（兄弟、祖父母等は入場できない。） 

・マスクの着用を義務付ける。 

 

２ 感染予防のための物品 

・各所で感染予防の物品（消毒液、ハンドソープ、マスク等）を準備する。 

・各クラブでも消毒液を持参する。 

 

３ 式典等、運営の簡略化 

・開閉会式は、簡略化して観客席のままで行う。 

・表彰は行わず、結果発表のみとする。賞状は、閉会式後に配付する。 

 

４ 会場内に関する確認及び準備 

（１）会場への出入り 

・１階入口は大会役員・運営スタッフ及び岩手県の選手・保護者・コーチ専用と 

する。岩手県以外の選手・保護者・コーチは２階入口から入場する。 

・開館時の入場は、混雑緩和のために時間差をつけて行う。 

・参加者は、当日朝に検温し、「参加者名簿（健康状態確認シート）」に健康状態を 

記入して、受付に提出する。 

・入場時に手指消毒をする。 

・下駄箱の利用を禁止する。（外履きを袋等で自己管理） 

・体調不良者の入場を禁止する。（事前の検温の徹底、または入場時の検温） 

・通路にシートを敷いての場所取りは禁止とする。 

 

（２）競技会場（競技スペース）及び競技関係用具類等 

・適切な運営スペースを確保し、十分な換気を行う。 

・コーチ席は１席とし、アリーナへの入場の際に手指消毒をする。 

・アリーナ入口は、大会役員・運営スタッフ専用とする。 

・選手招集は、選手集合所（第２アリーナ）で行う。 

・コーチは、受付でＩＤカードを提示して入場し、コーチ待機所で待機する。 

・コートサイドにカゴを設置しない。バッグを持参し、飲み物もバッグに収容する。 

   ・競技終了後は、決められた通路から退場する。 

 

（３）競技関係者及び競技中の確認事項 

・競技役員は、運営用具を随時消毒する。 

・コールは、飛沫に注意して行う。 

・毎試合終了後、コートのモップ掛けをする。 

審判台・線審席・コーチ席・得点板の消毒をする。 

 

 



－９－ 

 

 

 

≪大会参加者に関する留意事項≫ 
（１）事前に「参加者名簿（健康状態確認シート）」を各県理事長に提出する。 

   各県理事長は、９月末までに上記名簿を大会事務局に提出する。 

（２）大会前２週間において、次の事項に該当する場合は参加しない。 

①平熱を超える発熱（おおむね３７．５℃以上） 

②咳、のどの痛みなどの風邪の症状 

③強いだるさ、体が重く感じる、疲れやすい等の症状 

④臭覚や味覚の異常 

⑤息苦しさ（呼吸困難） 

⑥新型コロナウイルス感染症陽性者とされた人との濃厚接触がある 

⑦同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。 

⑧過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、 

地域等への渡航、又は当該在住者との濃厚接触がある。 

（３）当日朝に検温し、健康状態を参加者名簿に記入して、２階受付に提出する。 

（４）マスクを着用し、消毒液等で随時消毒する。 

（５）他の参加者、大会関係者等との距離を確保する。 

（６）外履きは袋等で自己管理する。下駄箱は使用しない。 

（７）大きな声での会話はしない。応援は拍手のみとし、声による応援はしない。 

（８）指定された場所以外に移動しての観戦や応援はしない。 

（９）撮影は、指定された場所で着席して行う。通路での撮影はしない。 

（10）ゴミは、各自持ち帰る。 

 

 

 

≪選手に関する留意事項≫ 
（１）競技中以外はマスクを着用する。 

（２）コートサイドへバッグを持参し、飲み物もバッグに収容する。 

（３）握手やハイタッチ等はしない。 

（４）声出しについては制限しないが、過度にならないようにする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


