
2018年度 奈良県中体連バドミントン部顧問会議  2018年4月28日 

０ 本年度中体連役員 
  部 長   乾 浩章（二名中学校長） 

  委員長   嘉生 寛（二名中） 

  専門委員  平岡篤司（伏見） 千田宏之（春日） 森下亮仁（郡山） 

        増田光希（天理北） 伊藤 諭（大瀬） 上田篤史（安堵） 杉本雅昭（光陽） 

        山本慎一（田原本） 東うみ子（白鳳） 西川幸佑（真美ヶ丘） 足立 剛（大宇陀） 

        佐々木保美（御所）     （桜井） 村上亮太（片塩） 福井栄作（黒滝）  

 
１ 年間予定 
月 大会名 期日 会場 近畿・全国 
４ 第６８回春季大会 ２８、３０ 田原本中央  

６ 
各郡市総体    
第６４回選手権大会 １６ 田原本中央 

７ 
第６９回県総体（団体戦） ２４・２５ 田原本中央 

田原本中央 
 

第６９回県総体（個人戦） ２６ 
強化練習会、全日本ジュニア予選 ３１・８/１ 田原本中央 

８ 

第３６回サマーカーニバル大会 
 
 

２３、２４ 
 

橿原県立体育館 近畿総体 
８・９日東大阪市 
全国総体 
18～21山口市 

９    全日本ジュニア 

11 
第６５回新人大会 
 

１０・１１ 田原本中央 
 

 
ジュニアグランプリ 

２ 第３８回フェステバル ９、１１ 田原本中央  
３ 強化練習会 ２６，２７ 田原本中央  
※県総体の団体戦はすべての中学校が参加します。個人戦は、各郡市で予選を行い、代表選手（複２組、単

４名〔奈良市は倍〕）を６月までに選出してください。 

※県総体の組み合わせ会議は、6月16日選手権大会終了後会場で行います。 

 
２ 参加資格について 
①中体連が主催・共催している大会（〔選手権大会〕、〔県総体〕、〔新人大会〕）については、学校にバドミン

トン部がない場合の参加は認めないものとします。 

 具体的には  ★申し込み用紙に学校長印がある（学校長が部として認めている） 

        ★試合には顧問が引率する（顧問は選手が所属する学校の教師） 

②中体連が主催・共催していない大会については、部活動のない学校の生徒についても参加を認めます。そ

の際には奈良県バドミントン協会登録をしていただきます。ただし、その学校に部活動が存在する場合は、

学校の部活動からの参加を原則とします。（参加制限があるため） 

 部活動に参加せず、クラブチームから参加する場合は二重登録とみなし、以降その年度における中体連大

会の参加を認めません。（クラブチームからの参加の場合も参加制限枠を守るものとします） 

  バドミントン協会単独主催の大会・・春季大会、サマーカーニバル大会、フェステバル大会、 

                   全日本ジュニア予選 

  ※サマーカーニバル・フェステバル大会に限りダブルスペアが成立しない場合、他の学校・チーム 

との合同ペアでの出場を許可しています。 

 
３ 大会申し込みについて 
 ①各大会の申し込み用紙は、各郡市の専門委員長に期限内にご提出下さい。メールの仮申し込みの指示が 

ある場合はそれに従って下さい。なお学校行事等で不参加の場合も必ず専門委員までご連絡ください。 

 ②申し込み後の選手変更は認めていません。ただし、ダブルスについてはペアの一人が出場できない 

場合、オープン試合として試合をしていただいてます。オープン試合とは勝敗に関係なく行う試合の 

ことでメンバー変更をしたペアは勝ち上がれません。シングルスの変更は不可です（棄権）。 

 
４ バドミントン協会登録について 
 ２０００年度から中学校のバドミントン協会登録および報告（氏名・性別・生年月日等）が義務づけられ

ています。一人年間５００円（日本バドミントン協会３００円、県バドミントン協会２００円）を集めさせ

ていただきますのでご了解ください。 

 登録方法は別紙にて説明があります。 

 
５ 大会当日について 
 ・体育館の入場は原則８時２０分以降でお願いします。（係が指示します） 

 ・上下足の区別を徹底させてください。生徒に「シューズケースまたはビニール袋」を持参させ、館 

内に持ってあがる時にその中に入れるよう指導下さい。 

 ・８時３０分～８時５０分に受付を行います。プログラムもこのときにお渡しします。 

  メンバー変更、棄権確認を行いますので、必ず顧問の先生（協会主催の大会については成人の引率 

責任者）が会場に到着し受付をお願いします。受付を行ってない学校・チームについては棄権扱い 

になる場合もありますので注意してください。 

  参加料の集金については試合開始後に放送で連絡します。 

 ・服装は日本バドミントン協会審査合格品を原則としますが、学校の体操服（ただし半袖、ハーフパ 

ンツ）、全日中記念Ｔシャツ、近畿大会記念Ｔシャツも可とします。 

中学校の大会では、シャツの裾は短パン・スコートの中に入れさせますのでご連絡ください。 

背面ゼッケンを必ずつけさせてください。（縦１５㎝横３０㎝以内 学校名 個人名） 

 ・田原本体育館では応援座席を割り当てています。席数は足りないと思いますがこれでお願いします。 

 ・体育館内外でのラケットを使ってのアップ・練習を禁止しています。（過去事故が生じたため） 

 ・お菓子を持ってくることは禁止しています。またお弁当等のゴミはすべて持ち帰るようご指導下さ 

い。（保護者の方へもお伝え下さい） 

 ・自販機の利用も原則禁止とします。 

 ・持ち物、貴重品の管理も、各校で十分ご注意下さい。 

 ・田原本駅と体育館の間の通行（歩行）の状態について地域の方からお叱りをうけることがあります。 

  横に広がらず１列２列で歩くよう、また交通マナーの徹底をご指導下さい。 

  ※顧問による朝の交通立哨の割り当ても実施します。ご協力ください。 

 



６ 交通立哨の割り当てについて【年１～２回お手伝いください】 
  Ａ地点 Ｂ地点 Ｃ地点 
春季大会 4月28日 専門委員 

4月30日 光陽 京西 富雄南 
選手権大会 6月16日 生駒、登美ヶ丘北 河合一、河合二、新庄 式下、女子大、伏見 
県総体 7月24日 平城西､帝塚山 登美ケ丘、育英西 上牧、真美ヶ丘 
 7月25日 専門委員の学校で（田原本、二名、大瀬） 
 7月26日 若草 片塩 桜井東 高田西 大宇陀 畝傍 
サマー 8月23日 斑鳩 橿原 郡山西 王寺南 天理北 郡山南 
 8月24日 教育大 白橿 大瀬 八木 興東館柳生 斑鳩南 
新人大会 11月10日 安堵 平城東 大正 黒滝  奈学(登) 
 11月11日 奈学(郡)  都南 聖心 郡山  
フェステバル 2月  9日 大成 白鳳 三笠 御所 高田 榛原 
 2月11日 東大寺 平城 都跡 郡山東 片桐 田原本 
① 時間  ７：４０～８：１５ 

② 場所  Ａ：田原本駅東改札を出たあたりの交差点 Ｂ：田原本駅と２４号線の間の道路（東西） 

      Ｃ：２４号線を横切る交差点 

③指導の内容 

 ・歩行者や自動車の通行の支障にならないよう指導してください。 

 ・教師の指導でまた逆に地域の苦情が出るということも予想されます。（大きな声による指導など） 

  ご注意下さい。 

 ・車で来られる先生方へ 申し訳ありませんが近くに適当な駐車場はありません。 

（田原本駅前に有料パーキングはあります） 

 
７ 『会場準備、体育館清掃』の割り当てについて【年１回お手伝い下さい】 
 準備（８時１５分集合、コート設営、椅子机出し等） 

 片付け（フロアの片付け、モップ、トイレ、ロビー、階段・観覧席の清掃等） 

 ※原則最後まで残っていただき、後片づけ・清掃までお願いします。 

春季大会 4月28日 富雄南 帝塚山 女子大 大瀬   
4月30日 郡山西 春日 奈学(郡) 若草   

選手権大会 6月16日 高田 桜井東 登美北 河合第一・二 登美ヶ丘 大三輪 
県総体 7月24日 平城西 新庄 教育大 育英西 奈学(登)  
 7月25日 団体戦入賞校で片づけ 
 7月26日 田原本 真美ヶ丘 黒滝､御所 天理北 桜井、 光陽 
サマー 8月23日 高田西 白鳳 片塩 白橿 大正 桜井西 
 8月24日 榛原 聖心 橿原 八木 上牧 平城 
新人大会 11月10日 緑ヶ丘 伏見 平城東 王寺南  三笠 
 11月11日 東大寺 安堵 都跡 郡山南 片桐 郡山東 
フェステバル 2月  9日 田原本北 斑鳩 都南 斑鳩南 畝傍 生駒 
 2月11日 二名 大宇陀 郡山 京西 興東館 大成 

※ご都合の悪いところがありましたらご連絡ください。（学校間で交代していただいてかまいません） 

８ 会場係のお願い 
 大会当日、４～６校程度の学校を１グループとして『会場係』を３０分交代でお願いします。 

 仕事内容は次のようなものです。 

  ・体育館入り口に長机と椅子を置いて常駐。 

  ・上下足の区別の監視とよびかけ。下靴を持ってあがる時は袋に入れる。 

  ・１階で静かに待機させること。特に体育館事務室前に生徒がいる場合は移動させてください。 

  ・ときどきトイレの巡視（トイレの清掃、トイレットペーパーの補充など） 

  ・２Ｆ観客席の巡視（最近応援席での態度が悪いとの声がありますのでお願いします） 

 

９ 大会時の忘れ物・拾得物について 
  大会終了後の忘れ物等については、約1ヶ月係の先生（伏見中・平岡先生）に保管していただき 

ますが、その後は処分させていただきます。 

 
１０ 試合使用シャトルについて（およその目安です） 
月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 
番手 ④⑤ ④⑤ ③④ ③④ ③ ②③ ②③ ②③ ③④ ③④ ③④ ④⑤ 

 
１１ サービス時におけるフォルト、その他試合のなかでのトラブル 
  生徒による審判で進めますのでサービスフォルト等はなかなか取れないのが実際ですが、各校でルール 

の研修指導をお願いします。 

 

１２ 全国大会代表選手選考・強化選手選考について 

（１）日本バドミントン協会が主催する全国大会への選手選考について 

   ・全日本ジュニア（９月）、全日本グランプリ（１０月）、府県対抗団体（３月）の選手選考は「奈良 

    県バドミントン協会強化部」に一任することになりました。現在「強化選手に指定されている選手」 

に加えて春季大会、新人大会で上位入賞した選手の中から代表選手を選考します。 

（２）奈良県総合選手権への枠について、国体への中学生の参加について 

   ・奈良県総合選手権（７月）  春季大会、選手権大会の上位２名２組に出場資格を与えます。 

   ・国体予選（６月予定）    ３年生のみ 春季大会３年上位単２名に出場資格を与えます。 

 

１３  大会参加料の値上げについて 

   ６００円の参加料を徴収するのは春季大会・選手権大会の２大会です。 

   サマーカーニバル・フェステバルは５００円で運営します。 

 

１４ 近畿大会記念Ｔシャツについて 
  今年の近畿大会は大阪府開催です。 

  毎年記念Ｔシャツ販売の案内を行い、収入の一部を開催県に還元しています。 

奈良県の選手のみなさんにも協力をお願いします。このＴシャツは県内の大会のみユニフォームとし

て着用を認めています。 

  今年度は4月27日が最終締め切り日になっておりました。 



１５ 『県総体 組み合わせ 基本方針申し合わせ事項』 

   （県中体連バドミントン部専門委員会 2008、6、17決定事項） 

  これまでのさまざまな問題点を検討し、県総体組み合わせについて以下のような基本方針に整理 

されています。 

 
県総体（7月）の組み合わせは、団体・個人とも選手権大会の成績をもとにする。 

◎団体戦について（近畿大会へは2校） 

 ①選手権大会での成績から「優勝６点、２位４点、３位３点、ベスト８は１点」とし、合計得点 

の多い学校から第４シードまでを決定する。ただし、同一校から複数の入賞があった場合、複・ 

単それぞれにおいて最大でも２複２単の得点を対象とする。 

 つまり、複単のベスト４すべてを独占する学校があった場合、複の上位２つ、単の上位２つの 

合計２０ポイントが得点になる） 

 ②同点になった場合はベスト１６までさかのぼって得点を調べる。 

  それでも同点の場合は抽選。 

 ③第４シードになった学校は、シード権を放棄し、フリー抽選を選択することができる。 

  →以上のことを行ったのち、その他の学校は抽選によって組み合わせを完成する。 

 

◎ダブルスについて（近畿大会へは２組） 

 ①まず選手権の上位４組をシードする。この際、同じ郡市の２組や同じ学校の２組が左（右）に 

  偏った場合、これを操作しない。 

  また、選手権上位入賞チームが県総体に出場しない場合はシードを繰り上げる。 

 ②奈良市代表４組は４つのブロック、郡市代表２組は左右２つのブロックに分けることを原則と 

  する。ただし、①で同一郡市の偏りが生じたときは、反対側に偏って配置する郡市を他の郡市 

  からあらかじめ選んでから抽選を行う。 

 

◎シングルスについて（近畿大会へは３人） 

 ①（まず、選手権の上位４人をシードする。これ以外のシードの配慮はなし） 

  選手権上位入賞者が県総体に出場しない場合はシードを繰り上げる。 

③ 奈良市代表８人は８つのブロックへ、その他の郡市代表４人は４つのブロックに振り分ける。 

④ 同一校の偏りはこれを配慮しない。 

 

（2017、決定事項） 

 ⑤ 初日は女子団体戦、２日目に女子団体残り試合と男子団体戦を行う。 

   ３日目に個人戦を行う。 


