
                      －バドミントン２－ 

第６７回近畿中学校総合体育大会 バドミントン競技大会要項 

 

 主  催  近畿中学校体育連盟、大阪府教育委員会 

 主  管  大阪府中学校体育連盟 

 

１  日  時 平成３０年８月８日（水）・９日（木） 

   【団体戦】８日（水） 開館時間 ８時３０分 

      公式練習・監督会議 ９時００分 

      開 始 式 ９時３０分 

      競技開始  １０時００分 

     

     【個人戦】９日（木） 開館時間  ８時３０分 

        公式練習・監督会議 ９時００分 

        開 始 式  ９時３０分 

        競技開始  １０時００分 

 

２ 会  場 東大阪アリーナ 

  東大阪市中小阪４－７－６０    TEL 06-6726-1995 

  近鉄電車「八戸ノ里駅」から東へ 約 1.1km 

 

３ 参加規定 (1) 団体戦…各府県２チーム 

   ※チーム編成は、監督１名、マネージャー（教員または生徒）または外部コー 

チ１名、選手５～７名（同一校編成）とする。 

  (2) 個人戦…シングルス（以下、単とする）は、各府県３名、ダブルス（以下、複 

とする）は、各府県２組（同一校編成） 

   ※単・複を兼ねて出場することはできない。 

   ※コーチ席については、選手、監督１名、マネージャーまたは外部コーチ１名 

とする。 

 

４ 引 率 者 (1) 参加生徒の引率・監督は、出場校の校長、教員・部活動指導員とする。その他 

 及び監督  外部コーチについては校長の認めたものとする。尚、外部コーチを登録する場 

   合は、所定の用紙に必要事項を記入し８月１日のプログラム編成会議までに手 

   続きを完了すること。また、外部コーチは必ず「IDカード」を着用すること。 

  (2) 引率者の特例 

   校長・教員・部活動指導員が引率できず、校長がやむを得ないと判断した場合 

   に限り「近畿中学校総合体育大会引率細則」(別記)により、校長が承認した引 

   率者としての外部指導者の引率を認める。 

 

５ 競技規則 (1) 平成３０年度（公財）日本バドミントン協会競技規則および大会運営規程、公 

認審判員規程による。                 

 (2) 使用器具は、平成３０年度（公財）日本バドミントン協会検定合格器具とする。 

 (3) シャトルは第一種検定合格水鳥シャトルとする。 

 

６ 競技方法 (1) 男女とも学校対抗団体戦および個人戦（単・複）を行う。 

  (2) トーナメント方式により優勝を決定する。 

  (3) 団体戦は、２複１単の対抗とし、複・単・複の順に行う。（同一選手が単と複 

   ・複と複を兼ねて出場することはできない） 

   ※２回戦までは第２複まで（すべての試合）を行う。以後、２勝先取で打ち切 

   る。なお、試合の進行状況により最初から３コート並行して実施することが 

  ある。 

 

７ 競技細則 (1) 個人戦のコーチ席について 

① 監督は必ずコーチ席に入ることとする(外部コーチのみは認めない) 

   ②申込書に記載されているマネージャーはベンチ入りできる。 

   ２コート以上で試合があってもこれ以外の大人はベンチ入りできない。 



                      －バドミントン３－ 

   ③コーチ席(２席)に当該校の生徒が入ることは認めるが、その際はゼッケンつきのユニ

フォームまたは体操服を着用すること。 

  (2) ゼッケンについて 

縦２０㎝、横３０㎝内とする。学校名（〇〇中）を上段に、名字を下段に黒または紺で記

入又は印刷すること。同じチームに同姓が複数いる場合は、名前の頭文字を横に小さく記

入すること。 

 

 

  

 

 

 

(3) その他細則については「監督会議資料」に記載する。 

  

８ 参加申込 (1) 申込方法 

 及び選手  プログラム作成の関係上、府県大会最終日までに所定の申込書に必要事項を入 

 等の変更  力し、メールで仮申込みを行うこと。 

その後、正式の申込書を各府県専門委員長に提出すること。 

各府県専門委員長は８月１日(水)のプログラム編成会議会場へ持参する。 

  (2) 申込先 

  （メールアドレス） hello.yukari@nifty.ne.jp 

  （正式申し込み）  各府県専門委員長 

 

（事務局） 〒575－0055 大阪府四條畷市西中野 1-4-35 

           四條畷市立四條畷西中学校   西村 ゆかり  

TEL 072-878-7708    FAX 072-878-7709 

  (3) 選手等の変更 

   負傷・疾病などによる監督・マネージャーおよび選手の変更は、監督会議開始 

前までに変更届によって大会事務局に申し出て、監督会議の了承を得なければな 

らない。なお、追加は認めない。 

 

９ 組 合 せ 平成３０年８月１日（水）に専門委員長会議で組合せ抽選を行う。 

 

10 監督会議  平成３０年８月８日（水）及び８月９日（木）の競技開始前に行う。 

 （各校監督） (詳細は８月１日に連絡する） 

 

11 そ の 他  (1)  団体戦出場校は２０分前には受付を済ませ５分前には所定の場所に整列すること。 

(2) 公式練習では、各府県１コートを使用し、２０分間練習することができる。 

(3) 本大会は、全国大会の予選を兼ねる。 

※原則として、団体は上位３チーム、単は上位４名、複は上位４組出場できる。 

団体は準決勝で敗退したチームにより第３代表決定戦を行う。 

単は準決勝で敗退した者により、また複は準決勝で敗退した組によりそれぞれ 

第３・第４代表決定戦を行う。 

(4) 大会参加に関しては大会要項、大会参加心得及び平成３０年度（公財）日本バド 

ミントン協会競技規則及び大会運営規程、公認審判員規程を熟読し、周知徹底の 

上参加すること。 

(5) 大会期間中の傷病については応急処置のみを行う。それ以降の責任は負わない。 

 参加者は保険証を持参することが望ましい。また、日本スポーツ振興センターの          

           定めを適用する。 

 

12 連絡先 四條畷市立四條畷西中学校  西村 ゆかり 

〒575-0055 守四條畷市中野 1-4-35 

電話 ０７２－８７８－７７０８ FAX ０７２－８７８－７７０９ 

20cm 

30cm 

○○中 

△△□ 



 

監督会議資料２０１８ 

 

近畿中学校体育連盟バドミントン専門部 

 

１．本大会は、2018年度（公財）日本バドミントン協会競技規則・大会運営規程・公認審判員規程 

により行う。（公財）日本バドミントン協会諸規程集2016-2017（赤本）を熟読のこと。また、近 

畿中学校バドミントン大会の大会要項、参加心得を熟読の上参加すること。 

２．第１日目の団体戦、第２日目の個人戦の両日とも、開始式を行う。服装は正規の服装（ユニフ 

ォーム）で参加することが望ましい。 

３．団体戦の選手変更および監督・マネージャー・コーチの変更については、負傷・疾病などやむ

を得ない場合のみとし、監督会議開始前までに変更届によって大会事務局に申し出て、監督会議

の了承を得なければならない。なお、追加は認めない。 

４．団体戦でベンチに入れるのは、申込書記載の監督・選手・マネージャー・外部コーチのみとす 

る。 

５．監督・マネージャー・外部コーチは、フロアーでは、体育館シューズを履くこと。服装は、マ 

ッチにふさわしい服装で臨むこと（公認審判員規程第3条第5項(6)②参照）。監督、マネージャー 

は名札を、外部コーチはＩＤカードをつけること。 

６．コーチ席について 

コート後方に２席準備するコーチ席には、監督とマネージャー・外部コーチ・生徒のいずれか１名 

が入ることができる。 

（１）監督は必ずコーチ席に着席すること（外部コーチのみはコートを開く場合以外認めない）。 

（２）団体戦で２コート以上に開く場合があっても、申込書記載以外の大人はベンチ及びコーチ席に着 

席できない。 

（３）コーチ席に生徒が入る場合は、ゼッケン付ユニフォームを着用すること（当該校以外の生徒は入 

れない）。 

（４）個人戦の外部コーチは、１中学校男子申込書につき１名、１中学校女子申込書につき１名に限る。 

ただし男女同一中学校で、一人の外部コーチが兼任することは認める。 

（５）インプレーでない時にアドバイスできるのは、コーチ席着席者のみである。 

（６）選手のチェンジエンズに合わせて、コーチ席着席者も移動する。 

７．フロアーに入れるのは、競技者、審判員、大会役員、大会本部で許可を得た者のみである。フ 

ロアーでの競技者による携帯電話を始めとするモバイル機器の使用及び撮影を禁止する。 

８．選手は背中に学校名と選手名の入ったゼッケンをつけること。ゼッケンは、縦２０㎝、横３０ 

㎝の範囲内に、学校名（○○中）を上段に、名字を下段に黒か紺の色で書くこと又は印刷するこ 

と。同じチームに同姓が複数いる場合は、名前の頭文字を名字の横に小さく記入すること。 

９．競技中色付き着衣を使用する場合は、（公財）日本バドミントン協会審査合格品とする。上衣 

の裾は下衣の中に入れて競技するように努める。また、防汗や整髪のためにハチマキの使用を認 

めるが、体裁よく結ぶこと。 



10．競技中の給水やタオルの使用については、必ず主審の許可を得ること。容器については蓋付き 

のものとし、倒れてもこぼれないものを使用すること。 

11. 試合球は ３銘柄(ヨネックス・ニューオフィシャル、ゴーセン・ダイヤモンド、メトロレジャ

ー・ＧＸ、ミズノ・スカイクロスＧ-１)を使用し、室温にあったものとする（同じ試合は同じ種

類を使用）。 

12．試合進行は、タイムテーブル通りを原則とする。本部よりコールのあったチーム・選手は選手

待機場所から行進により入場してコートに入ること。なお、試合の進行状況により、コートを変

更して試合を行うことがある。 

13．試合が連続することになった場合は、原則として試合終了後１０分の間隔を置き、次の試合を 

始める。 

14．団体戦の初回戦(試合番号8まで)のみ、第２ダブルスまで試合を行う（メンバー変更なし）。そ 

れ以降は打ち切りとする。 

15．朝の公式練習の他、試合の前に３分間の練習を認める。シングルスの場合は、練習相手として

１名入場できるものとする。 

16．審判員の構成は、主審と線審２名とする。サービスジャッジは原則として配置しない。 

17．選手は試合開始・終了時に、主審（サービスジャッジ）とも握手をするよう心掛けること。 

18．オーダー用紙は、全チームに４試合分ずつ配布する。不足の場合は、本部席まで取りに来るこ

と。 

19．オーダー用紙の提出については、タイムテーブル記載の試合開始時刻２０分前を原則とし、放

送で指示する。なお、初回戦にあたっている学校は、朝の公式練習終了後、ただちに提出するこ

と。 

20．オーダーは、オーダー交換所（本部席横）で両校の監督から同時に受け付け、交換する。 

21．オーダー交換後、登録以外の選手の記載が判明した場合、その対抗戦は試合結果にかかわらず

相手方の勝ちとする。 

22．冷房を稼働するが、昼食(弁当)の管理及び食中毒には、各校で充分注意すること。また、熱中 

症などに充分留意すること。 



第６７回近畿中学校総合体育大会バドミントン競技 大会参加心得 

 

１. 監督・マネージャー・外部コーチについては、この大会が学校管理下の大会であることを認識 

し、その品位を守るために、服装を整えるとともに、選手の健康管理と掌握に努め、大会運営

に協力すること。服装は、マッチにふさわしい服装で臨むこと。チームユニフォーム・シャツ・

ポロシャツ・ブラウス、長ズボンまたはスカートとし、ジーンズやビーチスタイル、バミュー

ダ、ショーツ、スリッパとサンダルは禁止とする。（公認審判員規程第 3 条第 5項(6)②） 

 ２. 第１日目の団体戦、第２日目の個人戦の両日とも、開始式を行う。服装は正規の服装（ユニ

フォーム）が望ましい。 

 ３.  団体戦の選手変更および監督・マネージャー・コーチの変更については、負傷・疾病などに

よる場合のみとし、監督会議開始前までに変更届によって大会事務局に申し出て、監督会議の

了承を得なければならない。なお、追加は認めない。 

   ４. 団体戦でベンチに入れるのは、申込書記載の監督・選手・マネージャー・外部コーチのみと 

する。   

   ５. 個人戦でコーチ席に入れるのは、監督とマネージャー・外部コーチ・生徒のいずれか１名の

みとする。ただし、監督は必ずコーチ席に着席すること（外部コーチのみは認めない）。試合

が複数コートで同時進行の場合は、生徒２名は認める。なお、教員がベンチに入った場合は、

生徒１名はただちに退場しなければならない。 

   ６.  朝の公式練習の他、試合の前に３分間の練習を認める。シングルスの場合は、練習相手

として１名入場できるものとする。(練習終了後、直ちに退場すること) 

７. インプレーでない時にアドバイスできるのは、コーチ席着席者のみである。 

フロアーでの競技者による携帯電話を始めとするモバイル機器の使用及び撮影を禁止する。 

   ８． 選手は背中に学校名と選手名の入ったゼッケンをつけること。ゼッケンは、縦２０㎝、

横３０㎝の範囲内に、学校名（○○中）を上段に、名字を下段に黒か紺の色で書くこと又

は印刷すること。同じチームに同姓が複数いる場合は、名前の頭文字を名字の横に小さく

記入すること。 

                                ３０ｃｍ 

９．  競技中色付き着衣を使用する場合は、（公財）日本バドミントン協会審査合格品とする。

上衣の裾は下衣の中に入れて競技するように努める。また、防汗や整髪のためにハチマキ

の使用を認めるが、体裁よく結ぶこと。 

10． 競技中の給水やタオルの使用については、必ず主審の許可を得ること。容器については

蓋付きのものとし、倒れてもこぼれないものを使用すること。 

11. 試合球は ３銘柄(ヨネックス・ニューオフィシャル、ゴーセン・ダイヤモンド、メトロ 

レジャー・ＧＸ、ミズノ・スカイクロスＧ-１)を使用し、室温にあったものとする（同じ

試合は同じ種類を使用）。 

12. 競技会場内では健康上の理由から冷房（エアコン設備）を稼働する。 

   13. 応援は、中学生らしくまとまったものであること。 

  

〇 〇 中  

 

△△ □ 

 

 

 

２０cm 

 

 



近畿大会出場選手・応援生徒・関係者のみなさんへ 

会場を使用するにあたっての注意 

第 67回近畿中学校総合体育大会バドミントン競技の部 

大会事務局 

・ 東大阪アリーナの開館は午前 8 時 45 分です。 

・ アリーナにはプール、フィットネスジムなど他の施設の一般利用者がたくさんいます

ので、体育館内のロビー等でのアップは禁止です。また体育館周辺でも、素振りやシ

ャトルを打つなど、ラケットを使ったアップは禁止です。 

・ 座席数が各府県で限られていますので、申し訳ありませんが応援生徒数はできるだけ

少なくなるようご協力ください。また、荷物を足下に置くなどして、座席は詰めて使

用してください。大会参加校は事前にご指導よろしくお願いします。 

・ 各自で出したゴミについては、館内のゴミ箱は利用せずに必ず持ち帰ってください。

特に、昼食のゴミを館内のゴミ箱に捨てないよう注意してください。 

・ 昼食は２階観客席でとってください。アリーナ内では飲食禁止です（試合時の給水は

除く）。 

・ 更衣室は１階にあります。フィットネスジムなどを利用される一般利用者もおられま

すので、騒がしくすることのないようにお願いします。 

・ 荷物などは各自で管理してください。特に貴重品の管理については、顧問の先生に預

けるなど、各校で責任を持ってください。 

・ 応援は拍手のみになっています。競技に支障をきたすような場合、退場していただく

こともありますのでご注意ください。 

・ 会場でのフラッシュ撮影は競技の妨げになりますので禁止です。同じく退場していた

だくこともありますのでご注意ください。 

・ 館内の電源は使用禁止です。 

・ 館内は全て禁煙です。 

・ 体育館周辺の路上駐車は、近隣住民の方々への迷惑になりますので、絶対におやめく

ださい。 

・ 公共交通機関を利用される場合、近鉄八戸ノ里駅から徒歩で約 15分です。 



歓迎 第 67回近畿中学校総合体育大会バドミントン競技の部 

お車でお越しのみなさまへ（お願い） 

 

・ 駐車場は午前 8 時 30 分に開きます。それまでに駐車場の前で並ばれますと、近隣住民の方々
の迷惑になります(2012 年大会でも苦情が多数寄せられました)。恐れ入りますが、いったん入
り口より離れて、8時 30分過ぎに再びお越しくださいますよう、お願い申し上げます。 

・ 駐車場は 300台以上駐車できる十分なスペースがありますので、ご安心ください。 
・ 大型バスの乗り入れはできません。 
・ マイクロバスの駐車は可能です。ただし、マイクロバスでお越しの学校は事前に下記の会場係
担当まで事前に連絡をお願いします。 

 

 

東大阪アリーナ 大阪府東大阪市中小阪 4丁目７－６０ 

会場係担当 

八尾市立曙川南
あけがわみなみ

中学校・溝上
みぞかみ

 
℡ 072-994-1418 




















