
標記大会開催に伴い、参加申込を栃木県バドミントン協会にて取りまとめをいたしますので

大会要項を御確認の上、下記要領にて参加申し込みをお願いいたします。

大会要項につきましては別紙をご参照ください。

また、大会要項及び大会の諸連絡につきましては千葉県バドミントン協会ＨＰの特設サイトでも

ご確認いただけます。

www.badminton-chiba.com/2021kantosenior/index.html

① 参 加 料 各種目とも１人１種目５,０００円とする。（ダブルスは１組１０,０００円）

各団体毎に一括して申込締切までに下記の口座に振込または

申込先へ持参のこと。

金融機関 　足利銀行　岡本支店

口座番号 　普通-３０６５８９８

口 座 名 　栃木県社会人クラブバドミントン連盟

② 申込締切 令和３年１２月１２日（日）必着のこと。

③ 申込方法 各団体毎に所定の申込書に必要事項を記入し、一括して下記に申し込むこと。

（郵送または持参が望ましい。ＦＡＸの場合は必ず確認のＴＥＬをしてください。）

申込先 〒321-0904　栃木県宇都宮市陽東5-2-12　ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟｲｰｽﾄ内

栃木県社会人クラブバドミントン連盟事務局　田野幸一 

ＴＥＬ/０２８－６１６－２０７０　　ＦＡＸ/０２８－６１６－２０７１

④ 新型コロナウイルス感染症対応について

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、大会当日に健康チェックシート

の提出が義務付けられています

　別紙「第３７回関東シニアバドミントン選手権大会における新型コロナウイルス

　感染症対策」を熟読し、各自でご協力をおねがいします。

　※栃木県バドミントン協会には提出する必要はございません。

⑤ そ の 他 参加申込選手につきましては、千葉県バドミントン協会ホームページに一定期間掲載

されますので、各自ご確認ください。（12/26～1/3）

　※申込をした種目に氏名がない場合は申込先（事務局）までご連絡ください。

組合せ会議は令和４年１月１６日（日）千葉県で行われます。

組合せ・タイムテーブルにつきましては千葉県バドミントン協会ＨＰの特設サイトにて

各自でご確認ください。

2021年度(令和３年)　第３７回関東シニアバドミントン選手権大会
参加申込要領

大会特設ＨＰ



チーム名等

種   目 所　属 生年月日 年齢 日バ登録番号

種   目 チーム名 生年月日 年齢 日バ登録番号

お問合せ・申込先

〒321-0904　宇都宮市陽東5-2-12　ラケットショップイースト内　栃木県社会人クラブバドミントン連盟事務局　田野幸一

ＴＥＬ　０２８－６１６－２０７０（イースト）　　　　ＦＡＸ　０２８－６１６－２０７１　　　携帯　０９０－８６８０－３０６７（田野）　

申込締切　令和３年１２月１２日（日）必着　　※ＦＡＸの場合は必ず電話で確認をして下さい。

(シングルス)
氏　　　　　名

責 任 者 名

令和３年度　第３７回関東シニアバドミントン選手権大会
参加申込用紙

※年齢は令和３年４月１日現在で記入

（電話番号）

氏　　　　　名

（氏　　　名）

（住　　　所）

(ダブルス)



千葉県バドミントン協会 
 

令和 3 年度 第 37 回 関東シニアバドミントン選手権大会 
選手・大会役員及び競技役員への 

 新型コロナウィルス感染症対策（遵守・協力依頼事項） 
 
１．選手・大会役員及び競技役員は、大会２週間前から当日まで朝の体温を計測しておい

て下さい。大会当日の受付時に、健康チェックシートを提出して下さい。未提出の場
合は参加できません。 

２．各選手が受付に提出し、観客席にて待機して下さい。 
３．健康チェックシートに大会２週間以内に該当する項目が一つでもある場合は、来場せ

ず、棄権して下さい。 
４．棄権する場合は、選手が大会事務局携帯宛に報告し、会場に来ないで下さい。 

※事務局（石橋）：０８０－５４７０－７３６２ 

    （佐倉）：０９０－５８０６－８１２２ 
５．無観客試合です。来場できるのは、選手・大会役員及び競技役員のみです。 

それ以外の方の入場・観戦をお断りします。 
６．全体での集合を伴う集まりは行わず、連絡事項については、放送で案内等を行います。

また、分散集合・分散表彰・分散解散となります。 
７．ソーシャルディスタンスを守り、選手は練習及び試合以外はマスクを着用して下さい。

※但し、熱中症の恐れがある場合は、大会主催者からマスクの着用免除を指示するこ
とがあります。大会役員・競技役員もマスクを全員着用して下さい。マスクは各自で

用意して下さい。 
8．手洗いの励行とこまめな手指の消毒にご協力下さい(本部に消毒液を準備します。) 
9．会場の下駄箱は使用できますが、基本は各自で保管願います。 
10．窓やドアを開放した状態で試合を行う場合があります。また、換気のために、試合途

中で中断することがあります。風によるシャトルへの影響が出る場合があることをご
理解下さい。 

11．試合前後の挨拶・トスは離れて握手をせずに行います。また、勝者サインは省略し 
主審が行います。 

12．練習時間は２分間とします。ダブルスはペアとシングルスは対戦相手と行います。 
13．コーチ席は設置しません。 
14．選手は試合中、意識的に声を出さないようにし、ハイタッチなどは行わないで下さい。 

15．汗をコート内やコートサイドに投げないで下さい。床に落ちた汗拭きには、モップを
使用して下さい。 

16．脱衣かごは用意しません。ドリンク、タオル及び着替えは、自身のバックに収容し、
コートに持参して下さい。ドリンク等は床に直接置かないで下さい。バックから出し

ておけるのは予備のラケットだけです。 
17．選手は、試合終了後、審判など役割が終了したら、試合の観戦や応援をせずに、速や

かに帰宅して下さい。 
18．応援は指定された観客席で、拍手のみとし大声を出さないようにして下さい。また、

座席の移動はしないで下さい。 
19．ゴミは必ず持ち帰って下さい。（コロナ対策としても励行して下さい） 
20．各コートに消毒液等を用意し、各試合終了後に消毒作業（椅子等）を行います。 
21．本部に非接触型体温計・消毒液・ペーパータオル・ゴム手袋・予備マスク等を用意し

ます、必要に応じてご利用下さい。 
以上 



本シートは、新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するため、参加者の健康状態を記録いただくものです。本イベントにおいて
感染者または感染の疑いのある参加者が確認された場合は第3者（保健所など）に提供することがあります。

氏名 年齢 性別

連絡先電話番号 当日朝の
検温

住所 〒

【大会当日の健康状態】　　※あてはまるものに「○」を記入してください。

（所属都県名） 氏名

保護者氏名（高校生以下のみ） 印

令和3年度 第37回 関東シニアバドミントン選手件大会健康チェックシート

①　平熱を大きく超える発熱がない（37.℃以上）。

⑧　過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が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。

⑨　その他、体調に関して気になることはない。

のどの痛み 倦怠感

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

　　　度　　　　分

※本用紙で提出された個人情報は、大会以外には使用しません。また、所定の保管期間終了後に処
分させていただきます。

※【大会当日の健康状態】においてすべての項目で「○」がない場合は、参加できません。

記入日　　令和４年　　　月　　　日　　　時　　　分

②　咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状がない。

③　だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない。

④　臭覚や味覚の異常がない。

⑤　体が重く感じない。疲れやすくない。

⑦　同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない。

⑥　新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がない。または、接触した疑い
がない。

上記の記入に間違いありません。新型コロナウイルス感染症対策を遵守し、令和3年度第37回関東シ
ニアバドミントン選手権大会に出場します。

※大会当日、各選手・役員が受付に提出して下さい。

【大会2週間以内の健康状態】
37.0°Ｃ以上の熱 咳（せき）



 

令和３年度 第３７回 関東シニアバドミントン選手権大会要項 

 

１ 主  催  関東バドミントン連盟 

 

２ 主  管  千葉県バドミントン協会 

 

３ 後  援  千葉県 千葉県教育委員会 （公財）千葉県スポーツ協会 

千葉市 千葉市教育委員会 市川市 市川市教育委員会 

        八千代市 八千代市教育委員会（すべて申請中） 

 

４ 協  賛   ヨネックス（株） ウィルソン ミズノ（株） (株）ゴーセン 

薫風（すべて予定） 

 

５ 期  日  令和４年２月２５日（金）～２７日（日） 

        開会式 ２月２５日（金）９：００～ 千葉公園体育館（予定） 

        競 技 ２月２５日（金）９：３０～ 千葉公園体育館他 

            ２月２６日（土）９：００～    〃 

            ２月２７日（日）９：００～    〃 

         ※閉会式は行わず、終了した種目から順次表彰式を行う。 

          種目別競技会場並びにタイムテーブルについては、千葉県バド 

ミントン協会ＨＰに掲載する。 

 

６ 会  場  第１会場 千葉公園体育館 

         〒260-0045 千葉市中央区弁天3-1-1 ℡：043-255-1048 

        第２会場 市川市塩浜市民体育館 

         〒272-0127 市川市塩浜 4-9-1    ℡：047-398-2311 

        第３会場 八千代市市民体育館 

         〒276-0043 八千代市萱田1220   ℡：047-485-7200 

 

７ 種  目  ・３０歳以上 男女シングルス ・３０歳以上 男女ダブルス 

        ・３５歳以上 男女シングルス ・３５歳以上 男女ダブルス 

        ・４０歳以上 男女シングルス ・４０歳以上 男女ダブルス 

        ・４５歳以上 男女シングルス ・４５歳以上 男女ダブルス 

        ・５０歳以上 男女シングルス ・５０歳以上 男女ダブルス 

        ・５５歳以上 男女シングルス ・５５歳以上 男女ダブルス 

        ・６０歳以上 男女シングルス ・６０歳以上 男女ダブルス 

        ・６５歳以上 男女シングルス ・６５歳以上 男女ダブルス 

        ・７０歳以上 男女シングルス ・７０歳以上 男女ダブルス 

        ・７５歳以上 男女シングルス ・７５歳以上 男女ダブルス 

        ・８０歳以上 男女シングルス ・８０歳以上 男女ダブルス 

        ※ 上記年齢は、令和３年４月１日現在のものとする。 

 



 

８ 競技規則  令和３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る。 

 

９ 競技方法  各種目ともトーナメント戦とし、３位決定戦は行わない。 

 

10 使用され   令和３年度（公財）日本バドミントン協会検定・審査用器具及び第１種 

る用器具  検定合格球を使用する。 

   

11 参加資格   令和３年度（公財）日本バドミントン協会及び各都県協会に登録を完了し 

        た者で、各都県の推薦者とする。 

 

12 組 合 せ   組合せは、関東連盟選出競技役員長（レフェリー）もしくは競技審判部長 

（デピュティーレフェリー）の立会いの下、主管団体役員及び各都県代表者 

との間で厳正に行う。 

 

13 参 加 料   各種目とも１人１種目５，０００円とする（ダブルスは１組 10,000円）。 

          申し込みと同時に当該選手分の参加料を都県ごとに一括して申込締切日ま 

でに、下記の銀行口座に振り込むこと。 

      

  

【銀行名等】 千葉銀行四街道支店 普通預金 ３５９２５５３ 

 

【口座名義】 千葉県バドミントン協会 代表 石橋康幸 

               

14 申込締切   令和３年１２月２４日（金） 必着のこと。 

 

15 申込方法   所定の申込用紙に必要事項を記入し、各都県会長印を捺印のうえ、一括して 

下記に申し込むこと。ダブルスで他の都県の選手と組む場合は、それぞれの 

都県から申し込むこと。 

原本を下記宛先に郵送、データを下記送信先に送信すること。 

 

    

＜原本送付先＞ 

〒２８４－００４１ 千葉県四街道市上野２５４ 

 千葉県バドミントン協会 事務局長 石橋 康幸 

 ℡ ０８０－５４７０－７３６２ 

 ＜データ送信先＞ 

 石橋 康幸： haf04281@ams.odn.ne.jp 

        

16 表  彰   各種目とも第３位までに、賞状とメダルを授与する。 



 

17 服  装  （公財）日本バドミントン協会の審査合格品とし、背面に漢字で都県名を 

        必ず明示すること（縦１５cm×横３０cm程度）尚、文字の大きさについて 

は（公財）日本バドミントン協会大会運営規程第２４条に準ずるものとする。 

         【例】 

 

 

18 審  判   主審は千葉県バドミントン協会で行い、線審は敗者審判制にて行う。 

 

19 個人情報の取扱いについて 

        本大会の申込みに関する個人情報については、大会の運営のみに使用します。 

         また、大会結果及び入賞者の写真を報道機関に通知し、ホームページ等に掲 

載することがあります。 

 

20 新型コロナウイルス感染症対応 

              （１）新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、（公財）日本バドミン 

トン協会の「新型コロナウイルス感染症対策に伴うバドミントン活動ガ 

イドライン」を基に、大会を開催します。 

別紙「第３７回関東シニアバドミントン選手権大会における新型コロナ 

           ウイルス感染症対策」を熟読し、ご協力をお願いします。 

（２）新型コロナウイルス感染症の感染状況により、日程の短縮及び開催の 

中止等の変更になる場合があります。 

 

21 その他   （１）開会式には、各都県とも５名以上参加すること。 

       （２）参加選手名については、千葉県バドミントン協会ホームページに令和 

３年１２月２６日（日）～令和４年１月６日（木）まで掲載しますので、 

確認して下さい。 

（３）スポーツ傷害保険には加入しております。負傷者の応急処置はします 

が、その後は自己責任とします。 

（４）組合せは、令和４年１月１６日（日）１３：００から、千葉県総合 

スポーツ科学センター３階の第４研修室で行います。 

  

千 葉  


