
バドミントン競技(男子) 
 

１．期  日  平成３０年７月７日（土）・８日（日） 

２．会  場  今治市営中央体育館  

（今治市別宮町６丁目２－２）                          

３．参加人員  １校からチーム監督１名， マネージャー１名，選手１２名以内， 

計１４名以内とする。 

４．競技規則  本年度（公財）日本バドミントン協会競技規則による。 

５．競技日程 

(1) 平成３０年７月７日（土） 

８：３０～ 開会式 

９：００～ 団体戦 

１３：３０～ 個人戦ダブルス 

１８：００  終了予定 

(2) 平成３０年７月８日（日） 

８：３０～ 個人戦シングルス 

１３：３０～ 閉会式   

６．競技方法 

(1) 団体戦 

ア 出場チームを２ブロックに分け，ブロック別に予選リーグ戦を行い，上位２チー

ムによる決勝トーナメント戦を行う。なお，前年度の第１位，第２位は同じブロッ

クに入れないものとし，それ以外は特別な扱いをしない。ただし，出場が６チーム

に満たない場合は参加校によるリーグ戦とする。 

イ チーム編成は１複２単（４名～８名編成）とする。また同一選手が重複して出場

することはできない。 

ウ 勝敗は勝数により決める。それが同じ場合は勝ちマッチ数の多いチームを上位と

する。 

エ 代表者会議で団体戦のメンバー表（４名～８名）を提出する。 

(2) 個人戦（シングルス，ダブルス） 

ア トーナメント戦とする。 

イ １校から４複４単までとする。 

ウ シード制を採用するので，順位を付けて申し込むこと。 

エ 前年度第１位～４位の者（組）であって，申し込み順位が第１位であればシード

する。 

(3) その他 

ア ファイナルゲームのインターバルは２分以内とする。 

イ 一つの試合から次の試合へ連続する場合は，１０分以上の休憩をとる。 

ウ 上記以外については，代表者により協議して決定する。 

 



７．参加申込 

(1) 申込期限 平成３０年６月６日（水） 

(2) 申込先  〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削1000番地 

        弓削商船高等専門学校 学生課学生支援係 

電話（0897）77-4621 FAX（0897）77-4693 

E-mail: gakusei@yuge.ac.jp 

(3) 申込方法 所定のバドミントン参加申込書で申込むこと。 

８．競技の組合せ 

(1) 期  日 平成３０年６月８日（金） 

(2) 方  法 開催校の責任において実施し，その結果を各学校に通知する。 

９．代表者会議 

(1) 日  時 平成３０年７月６日（金） １５：００～ 

(2) 場  所 今治市営中央体育館 大会議室 

(3) 出 席 者 各学校の監督及び主将 

10．開会式・閉会式 

(1) 開会式  平成３０年７月７日（土） ８：３０～ 

今治市営中央体育館 

(2) 閉会式   平成３０年７月８日（日）１３：３０～ 

今治市営中央体育館 

11．その他 

(1) 使用シャトルは，（公財）日本バドミントン協会検定第一種合格球とする。 

(2) 選手の変更 

参加申込後の選手の変更は，原則として認めない。ただし，特別の理由があるとき

は代表者会議で認めることがある。 

（変更願は開催校所定の様式による。） 

(3) 練習 

ア 日 時 平成３０年７月６日（金） １３：００～１７：００ 

イ 場 所 今治市営中央体育館 

 

◎専門部委員    ○政家 利彦（Ｙ） 平山  基（Ａ） 吉永 慎一（Ｔ） 

（○印は専門部長）  西内 悠祐（Ｋ） 矢野  潤（Ｎ） 篠山  学（Ｄ） 

 

◎競技審判員    ○村上 孝蔵 

（○印は審判長）       

 

 

 

 

 



バドミントン競技（女子） 
 

１．期  日  平成３０年７月７日（土）・８日（日） 

２．会  場  今治市営中央体育館  

（今治市別宮町６丁目２－２）                          

３．参加人員  １校からチーム監督１名， マネージャー１名，選手６名以内， 

計８名以内とする。 

４．競技規則  本年度（公財）日本バドミントン協会競技規則による。 

５．競技日程 

(1) 平成３０年７月７日（土） 

８：３０～ 開会式 

９：００～ 団体戦 

１３：３０～ 個人戦ダブルス 

１８：００  終了予定 

(2) 平成３０年７月８日（日） 

８：３０～ 個人戦シングルス 

１３：３０～ 閉会式   

６．競技方法 

(1) 団体戦 

ア 出場チームを２ブロックに分け，ブロック別に予選リーグ戦を行い，上位２チー

ムによる決勝トーナメント戦を行う。なお，前年度の第１位，第２位は同じブロッ

クに入れないものとし，それ以外は特別な扱いをしない。ただし，出場が６チーム

に満たない場合は参加校によるリーグ戦とする。 

イ チーム編成は１複２単（４名～６名で編成）とする。また同一選手が重複して出

場することはできない。 

ウ 勝敗は勝数により決める。それが同じ場合は勝ちマッチ数の多いチームを上位と

する。 

エ 代表者会議で団体戦のメンバー表（４名～６名）を提出する。 

(2) 個人戦（シングルス，ダブルス） 

ア トーナメント戦とする。 

イ １校から３複４単までとする。 

ウ シード制を採用するので，順位を付けて申し込むこと。 

エ 前年度第１位～４位の者（組）であって，申し込み順位が第１位であればシード

する。 

(3) その他 

ア ファイナルゲームのインターバルは２分以内とする。 

イ 一つの試合から次の試合へ連続する場合は，１０分以上の休憩をとる。 

ウ 個人戦の組み合わせについては，出場選手の数によって作成する。 

エ 上記以外については，代表者により協議して決定する。 



７．参加申込 

(1) 申込期限 平成３０年６月６日（水） 

(2) 申込先  〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削1000番地 

        弓削商船高等専門学校 学生課学生支援係 

電話（0897）77-4621 FAX（0897）77-4693 

E-mail: gakusei@yuge.ac.jp 

(3) 申込方法 所定のバドミントン参加申込書で申込むこと。 

８．競技の組合せ 

(1) 期  日 平成３０年６月８日（金） 

(2) 方  法 開催校の責任において実施し，その結果を各学校に通知する。 

９．代表者会議 

(1) 日  時 平成３０年７月６日（金） １５：００～ 

(2) 場  所 今治市営中央体育館 大会議室 

(3) 出 席 者 各学校の監督及び主将 

10．開会式・閉会式 

(1) 開会式  平成３０年７月７日（土） ８：３０～ 

今治市営中央体育館 

(2) 閉会式   平成３０年７月８日（日）１３：３０～ 

今治市営中央体育館 

11．その他 

(1) 使用シャトルは，（公財）日本バドミントン協会検定第一種合格球とする。 

(2) 選手の変更 

参加申込後の選手の変更は，原則として認めない。ただし，特別の理由があるとき

は代表者会議で認めることがある。 

（変更願は開催校所定の様式による。） 

(3) 練習 

ア 日 時 平成３０年７月６日（金） １３：００～１７：００ 

イ 場 所 今治市営中央体育館 

 

◎専門部委員    ○政家 利彦（Ｙ） 平山  基（Ａ） 吉永 慎一（Ｔ） 

（○印は専門部長）  西内 悠祐（Ｋ） 矢野  潤（Ｎ） 篠山  学（Ｄ） 

 

◎競技審判員    ○村上 孝蔵 

（○印は審判長）       

 

 

 


