
　　　　 　　　　　　男子・女子複一般Ａ級（Ｂ級の優勝者以上）

　　　　 　　　　　　男子・女子複一般Ｂ級（おおむね経験３年以上～Ｃ級の入賞者）

　　　　 　　　　　　男子・女子複一般Ｃ級（おおむね経験３年未満～Ｄ級の入賞者）

　　　　　　　 　　　男子・女子複一般Ｄ級（初心者～おおむね経験１・２年程度）

　　（２）　中・高生のバドミントン部活生（ジュニアクラブ所属者を含む）は、Ｃ級以上より出場の事。
　　　　　　　※但し、中学生・高校生からそれぞれ始め経験２年未満者は除く。

　　　　　　　　　　　要項及び申込書は大分市協会登録クラブへ、送付（発信）致します。

令和 ４ 年度　大分市秋季市民バドミントン大会実施要項

１．主　催　　大分市バドミントン協会

２．日　時　　令和 ４ 年９月２５日（日）９時開館～（９時～準備、１０時競技開始）

　　　　　　　　　　※参加選手は、９時までに集合して下さい。全員で会場の準備を行います。

３．会　場　　南大分体育館

　　　　　　　　　　大分市豊饒３８０番地　　電話０９７－５４６－７０１０

４．種　目　　男子・女子それぞれの複　…　過去Ａ級の優勝者・入賞者も出場出来ます！

　　　　　　　　※男女混合で出場を希望する場合は、該当する級の男子複への出場を認める

　　　　 　　　　　　男子・女子複合計６０歳以上Ａ（過去の市民大会A級・B級程度）
　　　　 　　　　　　男子・女子複合計６０歳以上B（過去の市民大会C級・D級程度）
　　　　 　　　　　　男子・女子複合計８０歳以上Ａ（過去の市民大会A級・B級程度）
　　　　 　　　　　　男子・女子複合計８０歳以上B（過去の市民大会C級・D級程度）
　　　　 　　　　　　男子・女子複合計１００歳以上Ａ（過去の市民大会A級・B級程度）
　　　　 　　　　　　男子・女子複合計１００歳以上B（過去の市民大会C級・D級程度）
　　　　　　　　　　男子・女子複合計１２０歳以上Ａ（過去の市民大会A級・B級程度）　　　　　　　　
　　　　 　　　　　　男子・女子複合計１２０歳以上B（過去の市民大会C級・D級程度）　　　　

　　注意：（　）内は、それぞれのレベルの目安です。参考にして、申し込み下さい。又、下記に該当する者は、
　　 　 　　それぞれ決められた種目へ出場して下さい。

　　（１）　県体選手（全郡市）は、Ａ級へ出場の事。

　　（３）　大会事務局において級別の変更をお願いする場合があります。
　　（４）　４チームに満たない種目は、実施しません。又は、種目の変更をお願いする場合があります。
　　（５）　過去の大会のＢ級優勝者、Ｃ～Ｄ級入賞者はペアが変わっても上級へエントリーの事。

５．参加資格　　令和４年度大分市バドミントン協会会員登録者

６．参加料　　　一人１，５００円（１複３，０００円）

７．実施要領
　　（１）　競技規則　　（公財）日本バドミントン協会現行規則及び審判規定による。
　　　　　　　　　　　　（得点は、参加状況により短縮等の会場ﾙｰﾙを設ける場合があります）
　　（２）　競技方法　　各種目別トーナメント又は、リーグによる。
　　（３）　表　彰　　　　各種目１位から３位。
　　（４）　参加者数によりますが、最低２試合以上が出来る様に考慮します。　     

８．申し込み方法　　別紙、参加申し込み用紙に必要事項を記入後、下記に送付して下さい。

９．参加料納入方法　　参加料は、下記に振り込みして下さい。

お問い合わせは、協会事務局：ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　jimukyoku@bad-oitashi.com　へ

１０．申し込み締め切り　　令和 ４ 年９月１２日（月）期限厳守の事

１１．本大会に関する問い合わせ先 　　上記アドレスへ



担当理事　河野　合澤　甲斐　佐藤　

１２．コロナ対策に関する事項（重要・日本バドミントン協会ガイドラインに基づく対応）　
　　（１）　ジュニアクラブは、出場枠を各クラブ男女各３組（１２名）以内で申込んで下さい。男女同数が

　　（３）　組み合わせ・その他要項に定めない事については、主催者に一任の事。

　　　　困難な場合は、１２名以内での調整を可とします。
　　　　　なお、高校生、大学生、社会人については、出場枠は設けません。
　　（２）　試合当日の選手の受付の際には、「健康状態確認シート」の提出を必須とします。確認
　　　　シートと引き替えにブログラムをお渡しします。確認シートは必ず入場前に作成して下さい。
　　　 受付場所での作成は「密」を招くので厳禁です。
　　　　※確認シートは、個人用とクラブ単位用の様式から選択できます。

　　（４）　詳細な注意事項については、別紙を必ずお読み下さい。

　　（４）　本大会中に起こった事故・怪我等には、主催者の責任はないものとします。
　　（５）　協会会員の「登録手続き」については、登録事務局へ問い合わせの事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長：高木　℡０９０－７４７０－６３９０
　　（６）　申し込みに際しての個人情報に含まれる内容は、本大会に関してのみ使用致します。

　　（３）　その他、試合当日におけるコロナ対策については会場にて周知しますが、遵守できない
　　　　者に対しては棄権扱い又は退場の措置を行います。

１３．その他　
　　（１）　参加申し込み締め切り後の変更は、認めない。
　　（２）　参加料は、参加を取り消しても返納しない。



【別紙】

　　令和 ４ 年度　大分市秋季市民バドミントン大会　参加者募集に関する留意事項

　コロナウィルス感染症拡大防止のため、参加にあたっての遵守事項を以下の

とおりとします。

　参加者の安全を確保するため、これを遵守できない参加者には、棄権扱い

又は退場の措置を行います。

（１）次の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせる

　　１）体調がよくない（例：発熱・咳・倦怠感などの症状がある）

　　２）同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

　　３）健康状態確認シート項目に「有」がある。

（２）マスクの持参・着用

　　競技を行っていない時、会話をする時にはマスクを着用する

（３）手洗い、アルコール等による手指消毒等による日常の感染症予防の実施

（４）他の参加者、大会関係者等との距離の確保（できるだけ2m 以上）

（５）大きな声での会話や応援（声援）の禁止

（６）参加者把握のため、氏名・連絡先等の個人情報取得及び管理

　　要項などで指定した様式にて当日回収し、保管を行う

（７）感染防止のために主催者が決めた措置の遵守、主催者の指示に従う



一般Ａ 一般B 一般C 一般D 60歳A 60歳B 80歳A 80歳B 100歳A 100歳B 120歳A 120歳B

　　 上記の通り申し込みします。                    　　　　  　　　　　　　　　　　　　 令和 ４ 年　　月　　日

　　　 申し込み責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　

※申し込みに際しての個人情報に含まれる内容は、本大会に関してのみ使用致します。

○男子・女子は、コピーなどして別々の用紙に記入して下さい。

　　　１．男子　２．女子　（どちらかに○印の事）

○該当する種目に○印記入のこと。各種目に強い者順に記入のこと。

　　　 住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒

種　　　　目

令和　４ 年度　秋季大分市民大会申し込み用紙

氏　　　名 所　　属

○所属は、選手毎に記入のこと（〃等の記入はしないこと）

　　※　コロナ対策のため　ジュニアクラブは、出場枠を各クラブ男女各３組（１２名）以内で申込んで下さい。

　　　　（高校生、大学生、社会人については、出場枠は設けません。）



健康状態確認シート  (令和４年度　秋季市民大会)

（必ず当日自宅にて記入して下さい）

出場クラス

氏　名

連絡先（電話番号）

住　所

有・無 有・無 有・無 有・無

　本健康チェックシートは、本大会において新コロナウイルス感染症拡大防止のために、会場入場者の健康状態を確認することを目的と

しており、記入いただいた個人情報については厳正に管理保管し入場の可否及び必要な連絡のため利用します。

但し、本大会会場にて感染症患者又は、その疑いがある方が発見された場合に必要な範囲で保健所等に提供することがあります。

有・無

大会前２週間における以下の事項の有無

平熱を超える

発熱がないか

咳、のどの痛みなど

風邪症状
倦怠感

（だるさ、息苦しさ）

その他体調が

すぐれない

過去１４日以内に政府から観察期間を

必要とされている国、地域等への渡航

又は、当該在住者との濃厚接触

当日朝

の検温

℃



健康状態確認シート　　（令和４年度　秋季市民大会）

（必ず当日自宅にて記入して下さい）

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

住　　所

チーム（クラブ）名

記載責任者

連絡先

種別へは選手、帯同審判員、本部役員、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、指導者、保護者で該当を記入して下さい。記入行が不足する場合はコピーなどして増やして下さい。

種　別 氏　　名 性別 年齢 住　　　所 連絡先
当日朝
の検温

　　　　　　本健康チェックシートは、本大会において新コロナウイルス感染症拡大防止のために、会場入場者の健康状態を確認することを目的としており、記入いただいた個人情報については厳正に管理保管し

　　 　　入場の可否及び必要な連絡のため利用します。但し、本大会会場にて感染症患者又は、その疑いがある方が発見された場合に必要な範囲で保健所等に提供することがあります。

大会前２週間における以下の事項の有無
過去１４日以内に政府から観察期間を　　　　必
要とされている国、地域等への渡航　　　　　　又

は、当該在住者との濃厚接触がない
平熱を超える
発熱がない

咳、のどの痛みな
ど風邪症状

だるさ、息苦しさが
ない

その他体調　　　が
すぐれない



 令和４年度秋季市民大会におけるコロナ対策の事前周知 

               大分市バドミントン協会 

 
現在大分県における感染状況は高止まりを脱しておらず、予断を許さない状

況です。このことお互いに自覚し、引き続きコロナ感染予防対策を最優先し、選

手関係者が安心して試合に臨める環境を確保するため、以下の対策を行います。 
出場選手並びに関係者の皆様の、深いご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 
①  本大会は無観客試合とし、選手並びに大会本部関係者以外の方の、観客席

及び競技アリーナへの入場は固くお断りします。 
ただし、高校生以下の学校もしくはジュニアクラブ単位で、指導者１名、

引率者２名合計３名以下の入場を認めます。 

 
②  入場される指導者・引率者につきましては ID カードを発行します。健康

状態確認シート（ジュニア等クラブ用）を受付時に提出し、ID カードを受領

して下さい。（選手には ID カードは発行しません。） 
 なお、健康状態確認シートはあらかじめ記入しておくこと。受付時に記入

することは「密」を招きますので禁止します。 

 
③  開館直後の入館・受付の際に、特に「密」が起きやすいため、受付は学生

及びジュニアクラブと、一般社会人と分けて行います。整理係員の指示に従

って整然と入館して下さい。 
なお、学生、ジュニアクラブの受付については、可能な限り開館前に会場

外で行うこととします。健康状態確認シート（ジュニア等クラブ用）の提示

が出来るようご準備をお願いします。 

 
④  靴箱は感染のリスクがあるため使用禁止とします。各自ビニール袋等を持

参して持ち込んで下さい。 

 
⑤  試合前の全体練習時間を設けます。参加者数を勘案し、全員練習可能な時

間設定をいたしますので、「密」にならないよう本部の指示に従って入場して

下さい。 


