
1 主　　　催　 兵庫県バドミントン協会・関西マスターズフェスティバル実行委員会・ひょうご生涯スポーツ大会実行委員会

2 後　　　援 神戸新聞社

3 協　　　賛 ヨネックス（株）・（株）ゴーセン・ミズノ（株）・（株）ＶＩＣＴＯＲ　ＳＰＯＲＴＳ

4 期　　　日 平成３１年２月 ２日（土）・３日（日）・９日（土）・１０日（日）　　午前９時～

開会式　２月 ２日（土）　午前９時００分　　三菱重工神戸スポーツセンター 及び　三菱電機神戸体育館

5 日　　　程

6 会　　　場 　三菱重工神戸スポーツセンター　神戸市兵庫区和田岬１丁目1-1　電話078-672-5695

　三菱電機神戸体育館　　　　　　　神戸市兵庫区浜山通５丁目１ 

関西マスターズスポーツフェスティバル２０１８関西マスターズスポーツフェスティバル２０１８関西マスターズスポーツフェスティバル２０１８関西マスターズスポーツフェスティバル２０１８

（第1３回ひょうご生涯スポーツ大会）バドミントン競技会（第1３回ひょうご生涯スポーツ大会）バドミントン競技会（第1３回ひょうご生涯スポーツ大会）バドミントン競技会（第1３回ひょうご生涯スポーツ大会）バドミントン競技会

兼　平成３０年度第３３回兵庫県バドミントンカーニバル大会要項兼　平成３０年度第３３回兵庫県バドミントンカーニバル大会要項兼　平成３０年度第３３回兵庫県バドミントンカーニバル大会要項兼　平成３０年度第３３回兵庫県バドミントンカーニバル大会要項

２月 １０日（日）

三菱重工神戸 三菱電機神戸 三菱重工神戸 三菱電機神戸 三菱重工神戸 三菱電機神戸 三菱電機神戸

スポーツセンター 体育館 スポーツセンター 体育館 スポーツセンター 体育館 体育館

一般男子複B 小学生男子複A・B・C90歳以上男子複 一般男子複A 一般混合複A 中学男子複 高校男子複

一般女子複B 小学生女子複A・B・C90歳以上女子複 一般女子複A 一般混合複B 中学女子複 高校女子複

70歳以上男子複 110歳以上男子複 80歳以上男子複 90歳以上混合複

70歳以上女子複 110歳以上女子複 80歳以上女子複 110歳以上混合複

80歳以上混合複 70歳以上混合複 130歳以上混合複

100歳以上男子複 100歳以上混合複 140歳以上男子複

100歳以上女子複 120歳以上混合複 140歳以上女子複

120歳以上男子複 140歳以上混合複

120歳以上女子複 親子A・B・Ｃ

130歳以上男子複

130歳以上女子複

２月 ２日（土） ２月 ９日（土）２月 ３日（日）

7 種      目 一般男子 複 A・B（年齢制限なし） 一般女子複A・B（年齢制限なし）

親　子 複（性別はどの組み合わせでも可。登録必要なし、但し子供は小学生又は中学生とする）

高校男子 複 ３０組 高校女子 複 ３０組 小学男子 複A（５年～６年１０組）B（３年～４年１０組）C（１年～２年１０組）

（平成３０年度近畿高等学校バドミントン選手権大会に出場する選手は、一般の部に出場すること。）

中学男子 複 ３０組 中学女子 複 ３０組 小学女子 複A（５年～６年１０組）B（３年～４年１０組）C（１年～２年１０組）

＊小学生については混合も可とします。（小学生連盟の大会と同じ）

＊合算年齢種目は、平成31年１月１日現在二人の満年齢合計

７０歳以上男子複 ７０歳以上女子複 ７０歳以上混合複

８０歳以上男子複 ８０歳以上女子複 ８０歳以上混合複

９０歳以上男子複 ９０歳以上女子複 ９０歳以上混合複

１００歳以上男子複 １００歳以上女子複 １００歳以上混合複

１１０歳以上男子複 １１０歳以上女子複 １１０歳以上混合複

１２０歳以上男子複 １２０歳以上女子複 １２０歳以上混合複

１３０歳以上男子複 １３０歳以上女子複 １３０歳以上混合複

１４０歳以上男子複 １４０歳以上女子複 １４０歳以上混合複

＊但し、申込数により開催しない種目や日程の変更もあります。一般のA・Bの区分はAを上位とします。

8 競技規則 平成３０年度（公財）日本バドミントン協会競技規則、並びに大会運営規程、公認審判員規程による。

＊但し、ゲーム数、得点は参加者数により決定し、大会当日発表する。

9 競技方法 各種目ともリーグ戦後トーナメントにより優勝を決める。（３位決定戦は行わない）各種目ともリーグ戦後トーナメントにより優勝を決める。（３位決定戦は行わない）各種目ともリーグ戦後トーナメントにより優勝を決める。（３位決定戦は行わない）各種目ともリーグ戦後トーナメントにより優勝を決める。（３位決定戦は行わない）

＊但し、親子複・合算年齢種目については、申込組数により若年齢に組み入れることもある。

10 使用ｼｬﾄﾙ 平成３０年度（公財）日本バドミントン協会一種検定合格シャトルを使用する。 

　　ヨネックス　ニューオフィシャル   ・ゴｰセン　NEO FEATHER PLATINUM 

　　ミズノ　ＳＫＹＣＲＯＳＳ　Ｇ-1    ・VICTOR　マスターエース

11 参加資格 平成３０年度兵庫県バドミントン協会に登録を完了したもの。但し、親子の場合は登録の有無を問わない。

12 参加制限 当日２種目は不可とする。

13 参加料 一種目一人　一般　　２，５００円　高校生及び６０歳以上　１，５００円　中学生　1，000円 　小学生　５００円　

親子複 中学生親子 一組 ２，５００円 小学生親子一組 ２，０００円

２月 １０日（日）

三菱重工神戸 三菱電機神戸 三菱重工神戸 三菱電機神戸 三菱重工神戸 三菱電機神戸 三菱電機神戸

スポーツセンター 体育館 スポーツセンター 体育館 スポーツセンター 体育館 体育館

一般男子複B 小学生男子複A・B・C90歳以上男子複 一般男子複A 一般混合複A 中学男子複 高校男子複

一般女子複B 小学生女子複A・B・C90歳以上女子複 一般女子複A 一般混合複B 中学女子複 高校女子複

70歳以上男子複 110歳以上男子複 80歳以上男子複 90歳以上混合複

70歳以上女子複 110歳以上女子複 80歳以上女子複 110歳以上混合複

80歳以上混合複 70歳以上混合複 130歳以上混合複

100歳以上男子複 100歳以上混合複 140歳以上男子複

100歳以上女子複 120歳以上混合複 140歳以上女子複

120歳以上男子複 140歳以上混合複

120歳以上女子複 親子A・B・Ｃ

130歳以上男子複

130歳以上女子複

２月 ２日（土） ２月 ９日（土）２月 ３日（日）

親子複 中学生親子 一組 ２，５００円 小学生親子一組 ２，０００円

２月 １０日（日）

三菱重工神戸 三菱電機神戸 三菱重工神戸 三菱電機神戸 三菱重工神戸 三菱電機神戸 三菱電機神戸

スポーツセンター 体育館 スポーツセンター 体育館 スポーツセンター 体育館 体育館

一般男子複B 小学生男子複A・B・C90歳以上男子複 一般男子複A 一般混合複A 中学男子複 高校男子複

一般女子複B 小学生女子複A・B・C90歳以上女子複 一般女子複A 一般混合複B 中学女子複 高校女子複

70歳以上男子複 110歳以上男子複 80歳以上男子複 90歳以上混合複

70歳以上女子複 110歳以上女子複 80歳以上女子複 110歳以上混合複

80歳以上混合複 70歳以上混合複 130歳以上混合複

100歳以上男子複 100歳以上混合複 140歳以上男子複

100歳以上女子複 120歳以上混合複 140歳以上女子複

120歳以上男子複 140歳以上混合複

120歳以上女子複 親子A・B・Ｃ

130歳以上男子複

130歳以上女子複

２月 ２日（土） ２月 ９日（土）２月 ３日（日）



14 参加締切 平成３１年 １月１１日（金）　１７時必着のこと（厳守）平成３１年 １月１１日（金）　１７時必着のこと（厳守）平成３１年 １月１１日（金）　１７時必着のこと（厳守）平成３１年 １月１１日（金）　１７時必着のこと（厳守）

15 申込方法 同封の所定の申込用紙（原紙）に団体責任者の印を押印の上、下記申込先まで申しこむこと。同封の所定の申込用紙（原紙）に団体責任者の印を押印の上、下記申込先まで申しこむこと。同封の所定の申込用紙（原紙）に団体責任者の印を押印の上、下記申込先まで申しこむこと。同封の所定の申込用紙（原紙）に団体責任者の印を押印の上、下記申込先まで申しこむこと。

及振替先 申込の基本は県協会のＨＰから年間申込ファイルをダウンロードして森重へ（Excelファイルすべて）送付してください。申込の基本は県協会のＨＰから年間申込ファイルをダウンロードして森重へ（Excelファイルすべて）送付してください。申込の基本は県協会のＨＰから年間申込ファイルをダウンロードして森重へ（Excelファイルすべて）送付してください。申込の基本は県協会のＨＰから年間申込ファイルをダウンロードして森重へ（Excelファイルすべて）送付してください。

Email：terurun290506@yahoo.co.jpEmail：terurun290506@yahoo.co.jpEmail：terurun290506@yahoo.co.jpEmail：terurun290506@yahoo.co.jp

作業効率および正確性を向上するため出来るだけデータに入力していただけますようお願いいたします。作業効率および正確性を向上するため出来るだけデータに入力していただけますようお願いいたします。作業効率および正確性を向上するため出来るだけデータに入力していただけますようお願いいたします。作業効率および正確性を向上するため出来るだけデータに入力していただけますようお願いいたします。

社会人連盟の申込書の年齢起算日がカーニバルでは間違っている場合が有ります。2019.1.1に修正してください。社会人連盟の申込書の年齢起算日がカーニバルでは間違っている場合が有ります。2019.1.1に修正してください。社会人連盟の申込書の年齢起算日がカーニバルでは間違っている場合が有ります。2019.1.1に修正してください。社会人連盟の申込書の年齢起算日がカーニバルでは間違っている場合が有ります。2019.1.1に修正してください。

ただし、中学生・高校生（一般除く）は各連盟へ申込む事とします。小学生については従来小学生連盟でただし、中学生・高校生（一般除く）は各連盟へ申込む事とします。小学生については従来小学生連盟でただし、中学生・高校生（一般除く）は各連盟へ申込む事とします。小学生については従来小学生連盟でただし、中学生・高校生（一般除く）は各連盟へ申込む事とします。小学生については従来小学生連盟で

纏めていましたが、申込書及び振込が親子と混在して確認が困難な為、今年度より森重宛とします。纏めていましたが、申込書及び振込が親子と混在して確認が困難な為、今年度より森重宛とします。纏めていましたが、申込書及び振込が親子と混在して確認が困難な為、今年度より森重宛とします。纏めていましたが、申込書及び振込が親子と混在して確認が困難な為、今年度より森重宛とします。

　　注意　＊中・高校生については、申し込み先が各連盟ですので間違えぬように注意して下さい。　ただし　　注意　＊中・高校生については、申し込み先が各連盟ですので間違えぬように注意して下さい。　ただし　　注意　＊中・高校生については、申し込み先が各連盟ですので間違えぬように注意して下さい。　ただし　　注意　＊中・高校生については、申し込み先が各連盟ですので間違えぬように注意して下さい。　ただし

　　　一般の部に出場する高校生は、申込用紙を別にして県協会へ直接申し込んで下さい。　　　一般の部に出場する高校生は、申込用紙を別にして県協会へ直接申し込んで下さい。　　　一般の部に出場する高校生は、申込用紙を別にして県協会へ直接申し込んで下さい。　　　一般の部に出場する高校生は、申込用紙を別にして県協会へ直接申し込んで下さい。

　　　　（高校の部と同じ申込用紙に記入しないこと、登録洩れの恐れがあります）　　　　（高校の部と同じ申込用紙に記入しないこと、登録洩れの恐れがあります）　　　　（高校の部と同じ申込用紙に記入しないこと、登録洩れの恐れがあります）　　　　（高校の部と同じ申込用紙に記入しないこと、登録洩れの恐れがあります）

参加料は申込期日までに下記口座へ郵便振替のこと．（振込の確認ができない場合参加を認めない事もあります）

＊参加料の振り込みは県協会指定（同封）の用紙を使用すること。チーム名を忘れないこと。参加料の振り込みは県協会指定（同封）の用紙を使用すること。チーム名を忘れないこと。参加料の振り込みは県協会指定（同封）の用紙を使用すること。チーム名を忘れないこと。参加料の振り込みは県協会指定（同封）の用紙を使用すること。チーム名を忘れないこと。

参加料は申込み締切日までに下記口座へ郵便振替のこと。振替用紙の備考欄は必ず記入のこと。振替用紙の備考欄は必ず記入のこと。振替用紙の備考欄は必ず記入のこと。振替用紙の備考欄は必ず記入のこと。

＊　申込用紙記入要領を厳守すること。申込用紙は原紙を送付してください。（不備の場合、記入漏れ等ある場合

　 　受付しない事がありますので注意のこと。また、電話・ＦＡＸ・Ｅメールでの申込は受付けいたしません。）

＊　申込締切後、参加料の払い戻しは原則行いません。＊　申込締切後、参加料の払い戻しは原則行いません。＊　申込締切後、参加料の払い戻しは原則行いません。＊　申込締切後、参加料の払い戻しは原則行いません。

＊　領収書の必要な団体（クラブ）はその旨（金額等）申込用紙に記入のこと。

＊　Ｅｘｃｅｌで申込書を作成する事が出来ます。下記のＨＰからダウンロードしてご使用下さい。

兵庫県バドミントン協会ＨＰ兵庫県バドミントン協会ＨＰ兵庫県バドミントン協会ＨＰ兵庫県バドミントン協会ＨＰ http://www.badminton-hyogo.com

００９１０－２－３０３０６７　　兵庫県バドミントン協会００９１０－２－３０３０６７　　兵庫県バドミントン協会００９１０－２－３０３０６７　　兵庫県バドミントン協会００９１０－２－３０３０６７　　兵庫県バドミントン協会

16 申込先 申込先 申込先 申込先 及び及び及び及び 一般及び親子　〒652-0811　神戸市兵庫区新開地2丁目-5-11-806　森重　輝美　宛

　　問合せ　　問合せ　　問合せ　　問合せ 　                   自宅　電話　078-576-3179　　（携帯　090-5365-8056）                    　　　　　　　　　

中学生　　　〒654-0151  神戸市須磨区北落合６－７－４　　中原　幸人　宛中学生　　　〒654-0151  神戸市須磨区北落合６－７－４　　中原　幸人　宛中学生　　　〒654-0151  神戸市須磨区北落合６－７－４　　中原　幸人　宛中学生　　　〒654-0151  神戸市須磨区北落合６－７－４　　中原　幸人　宛

　　　　　　　　　電話　携帯　080-1431-4472                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　携帯　080-1431-4472                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　携帯　080-1431-4472                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　携帯　080-1431-4472                  　　　　　　　　　

高校生　　　〒673－1461  加東市木梨1356－1　　兵庫県立社高等学校　　高橋　幸治　宛高校生　　　〒673－1461  加東市木梨1356－1　　兵庫県立社高等学校　　高橋　幸治　宛高校生　　　〒673－1461  加東市木梨1356－1　　兵庫県立社高等学校　　高橋　幸治　宛高校生　　　〒673－1461  加東市木梨1356－1　　兵庫県立社高等学校　　高橋　幸治　宛

　                  電話　0795-42-2055                 　　　　　　　　　　                  電話　0795-42-2055                 　　　　　　　　　　                  電話　0795-42-2055                 　　　　　　　　　　                  電話　0795-42-2055                 　　　　　　　　　

17 表　 　 彰 各種目とも3位まで表彰する。

18 着　　　衣 試合中の服装は色付着衣については（公財）日本バドミントン協会審査合格品であること。

今大会に限り､長ズボン、ベストの着用を認める。

上衣（半袖）背面に団体名は付けなくても良いが、付ける場合は所属団体名であること。

19 その他 （１）　組合せは県協会競技本部に一任のこと。

（２）　本大会は、試合形式上通常の大会と異なった方法で実施するので、予め留意のこと。

（３）　競技中の事故については応急処置は主催者側でとりますが、事後の責任は負いません。

　　　各自十分ウｵーミングアップを行い、事故のないよう注意すること。

（４）　交通手段については公共機関を利用してください。体育館の敷地内には駐車できません。

　　　車利用の場合は和田岬市営駐車場、和田宮神社駐車場へ駐車のこと。

　　　三菱電機神戸体育館の敷地内駐車は役員のみです。（駐車許可証が必要）

（５） 体育館使用上の注意を厳守すること。プレー中の水分補給についてはキャップ付の容器をコートサイドの

　　　かごに入れて、主審の許可を得て飲用してください。

（６）　ゴミは必ず各自にて責任を持って持ち帰ってください。（６）　ゴミは必ず各自にて責任を持って持ち帰ってください。（６）　ゴミは必ず各自にて責任を持って持ち帰ってください。（６）　ゴミは必ず各自にて責任を持って持ち帰ってください。

（７）　大会参加に際して提供される個人情報は本大会活動以外の目的に使用することはありません。


