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ハト≡ントン交流大会開催要項
〃臨書臆附○　すもとスボ“ツフェスティバル実行委員会

〃臨書田園○　洲本市l洲本市教育委員会　　〃開園音調○　ヨネックス㈱l洲本市バドミントン協会

■南画雷i　◆1部（上級）◆2部（中級）◆3部（初級）

＜3部（初級）の部＞

⑳五色台運動公園「アスバ五色」体育館アリ“ナ
〒656－1344　兵庫県洲本市五色町鳥飼浦2613

TEL：0799－34－1177　FAX：0799－34－1167

＜1部（上級）・2部（中級）の部＞

∽洲本市文化体育館メインアリ“ナ（しおさい縮）
〒656－0021兵庫県洲本市塩屋一丁目1番17号

TEL：0799－25－3321FAX：0799－25－3325

〃量獲■閏，

平成28年2月27日㈲
［受付］8：30［開会式］9：00［競技開始］9：30

平成28年2月28日（日）
［受付］8：00［競技開始］9：00［表彰式］17：00（予定）

〃圏腫園図m　（1）オープン参加とし、1チーム4人以上6人以内で申し込むこと。

なお、出場部門については申し込み状況に応じ、事務局で変更する場合があります。

（2）選手の年齢が18歳以上（高校生以下不可）であること。

（3）大会2日間とも出場できるチームであること。

〃弱国匪閲，（1）競技規則は平成27年度（公財）日本バドミントン協会競技規則並びに大会運営規則による○

（2）競技中の服装は（公財）日本バドミントン協会大会運営規則に準ずる。（公財）バドミントン協会審査合格品とする。

（3）各部とも団体戦とし、1試合3ダブルス戦を次のとおり行うこととし、必ず3試合行う。

①女子夕“フルス（必ず女子2名が出場すること。）

②男子夕“フルス（男子の代わりに女子が出場することも可）

③混合ダブルス（男子の代わりに女子が出場することも可）

※全て21点ラリーポイント3セットマッチ（マックス30ポイント）。

ただし予選はセッティングなし。21ポイント打ち切りとする。

（4）リーグ戦の順位は、①勝敗②直接対決③得セット率④得失点率の順で決定する。

（5）大会1日目は、予選iノーグ戦を行う。

（6）大会2日目は、予選リーグ同順位チームによる決勝・交流トーナメント戦を行う。

※試合方法は、出場チーム数により変更する場合があります。

（7）審判は、相互審判とする。得点係を出す。

t護議書四囲○（1）1部（上級）先着8チーム（2）2割（中級）先着24チーム（3）3部（初級）先着32チーム

（いずれも参加申込書到着順）

〃請書図m

〃語間寡馨寒1チーム5，000円

各ブロックの優勝、準優勝チームに表彰状・副賞（地元特産品等）を贈呈する。
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（1）申込期日は、平成27年11月24日（周一12月11日陶までとします。
※募集チーム数に達した時点で受付を終了いたします

①所定の「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。【FAX可】

②参加費を次の指定口座へお振り込みください。

参加費が振り込まれていない場合、申込みはキャンセルとします○

三井住友銀行洲本支店　種別：普通　口座番号：5203516
す　も　と　す　ぼ　一　つ　ふ　え　す　て　い　ぼ　る　じつこう　い　いんかい

口座名義：すもとスポーツフェスティIWレ実行委員会

【注1】振り込まれた参加費は、返金いたしませんのでご了承ください○

【注2】振込手数料は、申込者様でご負担ください。

（2）組合せ抽選は、平成28年1月8日鈴に主催者が行います。

（3）監督者様宛に、次の資料を平成28年1月14日㈱に発送します○

①抽選結果　②昼食弁当申込書　③会場案内図　④洲本市観光パンフレット

⑤大会連絡事項　⑥選手変更届　⑦その他関係資料
※大会当日の昼食弁当を希望されるチームは、「昼食弁当申込書」によりお申し込みください○

※申込後、選手に変更が生じた場合、「選手変更届」をソフトバレーボール交流大会は平成28年2月8日（月）、

バドミントン交流大会は平成28年2月15日（月）までにご返信ください。

《毒の纏）

（1）大会中のケガ等については、主催者で加入する傷害保険以外、一切の責任を負いません。

（2）試合球（シャトル）は主催者で準備します。なお、ソフトバレーボール交流大会は各チームで
必ずゼッケンをご準備ください。
（背番号付きのユニフォームを着用されるチームは必要ありません。）

（講鰍し道菰‾一諭聞勘合紛遵苑）

すもとスポ“ツフェスティIW実行委員会事務局（洲本市教育委員会文化・スポーツ課内）

〒656－0027　兵庫県洲本市港2番26号　TEL：0799－24－7632　FAX：0799－26－1510



‘2016，すもとスポーツフェスティバルSバドミントン交流大会

参加申込書

（申込日：平成27年　月　　日）

チーム名 � ��蔀∴∴門 �※出場希望の部門を○で囲んでください 1部・2部・3部 （上級）（中級）（初級） 

－ �氏名 �住所 ��鷲諮 �蕗AX 

監∴∴欝 � �T �� � 

※監督者様宛に抽選結果等を郵送いたしますので記載漏れのないようご記入ください。

選手名 �性別 �生年月日 �住所 �鱒薯 

S・H　　年　　月　　日 � � 

S・H　　年　　月　　日 � � 

S・H　　年　　月　　日 � � 

S・H　　年　　月　　日 � � 

S・H　　年　　月　　日 � � 

S・H　　年　　月　　日 � � 

※主催者で傷害保険に加入しますので記載漏れのないようご記入ください。

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●．●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　e e　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

問1洲本市への交通手段について、お尋ねします。次のいずれかを○で囲んでください。

自家用車 公共交通機関

間2　洲本市内での宿泊を希望されますか？次のいずれかを○で囲んでください。

希望する　　　　　　　希望しない

「希望する」にご回答の場合、問3についてもご回答ください

間3　宿泊先の予約方法について

淡路島観光協会ツ萱リストに　　　　依頼する　　　　　依頼しない

「依頼する」を選択されたチームには淡路島観光協会ツーリストよりご連絡をさせていただきます（平日9時～17時）。

【ご連絡先】＊上記監督者と同じ場合は不要です。

氏名（ ）電話（　　　　　　　　　　　　　　）

※淡路島観光協会ツーリストは当イベントにご協力をいただいており、皆様方に「安心！」「お得！」な

宿泊先をご案内させていただきます。（インターネットより格安なプランもございます。）


