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厚 生 労 働 大 臣 杯  
第６１回全日本実業団バドミントン選手権大会要項 

 

１ 主   催 財団法人日本バドミントン協会、日本実業団バドミントン連盟 

２ 主   管 石川県バドミントン協会、石川県実業団バドミントン連盟 

３ 後   援 厚生労働省、石川県、(財)石川県体育協会、金沢市、 

北國新聞社、(株)テレビ金沢（以上申請予定） 

４ 期   日 平成２３年６月２９日(水)～７月３日(日) 

５ 開 催 地 石川県金沢市 

６ 会   場 いしかわ総合スポーツセンター             

  金沢市総合体育館 

７ 種   目 男子団体、女子団体 

８ 団体編成  (1) チームは，部長、監督、コーチ、マネージャー及び選手４～１０名で編成する。 

          部長、監督，コーチ及びマネージャーが選手を兼ねる場合には、選手の１０名に

含めること。 

          もし、選手に欠員が生じ、３名以内になった場合には失格とする。 

        (2) 団体編成は、同一都道府県の同一事業所に勤務する者で編成する。 

          ただし、官庁・会社等で事業所が分散している場合、合わせて同一事業所に勤務

する者とみなすことができる。 

        (3) 同一事業所で複数チームの出場は認めない。 

        (4) 女子団体に限り、都道府県の選抜編成出場を1チーム認める（背面のチーム名は

都道府県選抜名または自チーム名とする）。ただし、単独参加チームの選手を含

めてはならない。 

９ 競技規則  平成２３年（財）日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程及び同公認審判員

規程による。 

10 競技方法  (1) １次リーグの後、トーナメント戦により優勝を決定する。３位決定戦は行わない。 

        (2) 試合は、２複３単とし、複より行う。 

        (3) 登録審判員制とする。 

11 使用器具  （財）日本バドミントン協会検定・審査合格用器具及び平成２３年度第１種検定合格

シャトルを使用する。 

12 参加資格  (1) 出場チームは、平成２３年４月３０日までに日本実業団バドミントン連盟に、平

成２３年度の加盟を完了したチームとする。 

       (2) 出場選手は、平成２３年４月３０日までに（財）日本バドミントン協会会員登録

を完了している者で、平成２３年４月３０日以降引き続きその事業所に勤務して

いる者とする。 

        (3) 前２項の者で、日本実業団バドミントン連盟，所属都道府県実業団バドミントン

連盟の認めた代表であること。 

        (4) 出場チーム枠は、日本実業団バドミントン連盟が指定した数とする。 

       (5) 推薦出場チーム数は、第６０回全日本実業団バドミントン選手権大会において、

男子はベスト１６、女子はベスト８までのチームとする。 

        (6) 部長、監督、コーチ、マネージャー及び選手を変更する場合は、「監督・選手等

変更届」にその氏名等を記入し、所属都道府県実業団バドミントン連盟会長印を

押印した変更届を監督会議開始までに大会事務局へ届けること。 

  (7) その他 

             ①夜学生生徒を除く学生生徒は出場できない。ただし、夜学生で全日本学生バド

ミントン連盟会員は出場できない。 

              ②外国籍選手の出場資格 
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             外国籍選手の登録数は、１チーム２名以内とし、試合への出場資格は１対抗戦

に１名が単・複の何れか1試合にのみ出場可とする。ただし、次の何れかに該当

するものについては、日本国籍を有する者と同一出場資格とする。 

ア． 当該年度以前に学校教育法第１条に定める学校に一定期間在籍したこと

のある者。 

イ． 日本国内で出生し、その後引き続き在住している者。 

13 組 合 せ  公開抽選により決定する。平成２３年５月１５日(日)１３時から味の素ナショナルト

レーニングセンター第１研修室で開催。 

14 参 加 料  １チーム８０，０００円 

15 参加料の納入方法 

    (1)「第６１回全日本実業団バドミントン選手権大会参加支部申込総括表兼参加料納入明細書」

に必要事項を記入し、所属都道府県実業団バドミントン連盟会長印を押印のうえ、大会開

催地の事務局へ送付すること。ただし、一度納めた参加料は返還いたしません。 

    (2)参加料は、都道府県実業団バドミントン連盟が一括のうえ、次の口座へ振り込むこと。 

振込先銀行 北國銀行 金沢市役所支店（店番 192） 

       口座番号  普通 ２７０９９７ 

       口 座 名  第６１回全日本実業団バドミントン選手権大会 事務局長 田村 稔 

      （振 込 時  ※略称 「６１バドカナ」の受取人名で 振込伝票を記載ください。）        

16 申込期日  平成２３年４月１８日(月)から４月２５日（月）まで (消印有効) 

17 申込方法および申込先 

※第６１回大会から参加申込書をメールで送付することにしました。 

参加チームは「第６１回全日本実業団バドミントン選手権大会参加申込書」のファイルに必要事項

を入力し、所属都道府県実業団バドミントン連盟が指定する期日までに所属都道府県実業団バドミ

ントン連盟へ提出すること。申込書の提出を受けた所属都道府県実業団バドミントン連盟は、申込

書のデータを日本実業団バドミントン連盟および第６１回全日本実業団バドミントン選手権大会

事務局宛にメールで送ること。 

    「第６１回全日本実業団バドミントン選手権大会参加チーム一覧表」は下記(1)(2)の両方へ送付す

ること。 

   (1) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿７－２２－３７ ストーク西新宿福星ビル401号 

             日本実業団バドミントン連盟 宛 

               (ＴＥＬ) ０３－３３６５－２７８５ 

               (ＦＡＸ) ０３－３３６５－２１００ 

              メールアドレス：jimukyoku@badminton-jitsugyodan-jp.com  

   (2) 〒921-8034 石川県金沢市泉野町4丁目18-20  

             能崎 喜吉 気付 

                         第６１回全日本実業団バドミントン選手権大会事務局 

(ＴＥＬ) ０７６－２４１－４９０９ 

               (ＦＡＸ) ０７６－２４１－４９０９ 

             （大会参加支部申込総括表兼参加料納入明細書は郵便などで送ること） 

メールアドレス：nozaki.kiyoshi@silk.plala.or.jp 
    

 

18 表  彰 (1) 優勝チームに厚生労働大臣杯、（財）日本バドミントン協会会長杯及び日本実業団

バドミントン連盟会長杯（以上持ち回り）を授与する。 

 (2) 優勝，準優勝および５位までのチームに表彰状を授与する。 

 (3) 優勝チームの選手には財団法人日本バドミントン協会より、準優勝チームおよび３

位のチームの選手には日本実業団バドミントン連盟より、表彰メダルを授与する。 

 (4) 個人表彰を行う。 
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19 宿  泊 

    宿泊、航空旅券および弁当の斡旋を希望するチームは、下記の旅行会社が指定する「申込書」

に必要事項を記入し、指定期日までに下記旅行会社宛に送付すること。 

  ※宿泊および航空旅券については、下記旅行会社へお申し込み下さい。 

   旅行会社：近畿日本ツーリスト（株） 金沢支店 担当者：青木  滋  

   住  所：〒920-0852 金沢市此花町6-10  金沢ビル４階 

          ＴＥＬ ０７６－２３２－０５７１ ＦＡＸ ０７６－２３２－３２２８ 

 

20 各種会議および場所 

    (1) 監督会議 

      ６月２９日（水） １０：００～１０：４５ いしかわ総合スポーツセンター会議室 

    (2) 開 会 式 

      ６月２９日（水） １１：００～１２：００ いしかわ総合スポーツセンター 

21 競技日程  

(1) 開会式 

      ６月２９日（水）１１：００～   いしかわ総合スポーツセンター 

   （2）競 技 

      ６月２９日（水）１３：３０～   いしかわ総合スポーツセンター 

              １４：００～   金沢市総合体育館 

      ６月３０日（木） ９：３０～   いしかわ総合スポーツセンター 

金沢市総合体育館                  

      ７月１日（金）  ９：３０～   いしかわ総合スポーツセンター 

      ７月２日（土） １０：００～ 準々決勝・準決勝 いしかわ総合スポーツセンター 

      ７月３日（日） １０：００～ 決勝       いしかわ総合スポーツセンター 

   （3）閉会式 

      ７月３日（日） １３：００～ （競技終了後）  いしかわ総合スポーツセンター 

22 備  考 

（1）競技中の色付き着衣については、（財）日本バドミントン協会審査合格品とし、上着背面

中央にはチーム名を必ず明示すること。明示のない選手は失格とする。チーム名以外の表

示は大会運営規程第２３条によるものとし、参加申込書で登録した表示以外のものは認め

ない。 

 ①チーム名表示の範囲：（背面）高さ６cm～１０㎝横３０cm以内 

 ②文字の色：着衣と明瞭に区別出来るもの。 

（2）本大会はドーピング検査の対象です。 

      尚、実施方法はＪＡＤＡ（財団法人日本アンチ・ドーピング機構）の「日本ドーピング防

止規程」により行います。 

（3）大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動に利用するものとし、これ以外の目

的に利用することはありません。 

 (4) (財)日本バドミントン協会環境委員会よりお願い。 

  ①ゴミの分別収集に協力してください。 

②宿泊先の部屋から出るときにはエアコン、テレビ、ライトのスイッチを消してくださ

い。 

  ③マイ歯ブラシを持参して大会に参加してください。 
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（5）参加申し込み以外の問い合わせは、下記大会事務局へメールにて行うこと。             

第６１回全日本実業団バドミントン選手権大会事務局 

            Ｅメール nagai_to@city.kanazawa.lg.jp 

 

＜会場所在地＞ 

いしかわ総合スポーツセンター 

〒920-0355 金沢市稚日野北222     TEL 076-268-2222 FAX 076-268-2238 

 金沢市総合体育館 

〒921-8116 金沢市泉野出町3-8-1     TEL 076-247-0088 FAX 076-245-6466 


