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第 66 回 全日本学生バドミントン選手権大会 要項 
 

１． 主 催   公益財団法人 日本バドミントン協会・全日本学生バドミントン連盟 

２． 主 管   関西学生バドミントン連盟・大阪府バドミントン協会 

３． 後 援   大阪府・大阪府教育委員会・(公財)大阪体育協会、 

大阪市・大阪市教育委員会・(一財)大阪スポーツみどり財団 

門真市・門真市教育委員会・近畿バドミントン協会・朝日新聞社(すべて申請中) 

４． 協 賛   ヨネックス㈱・ヒロウン㈱・ミズノ㈱・㈱ベースボールマガジン社 (すべて申請中) 

５． 期 日   平成２７年１０月 ９日（金）～１５日（木）  

６． 開 催 地   大阪府： 大阪市、門真市 

７． 日 程  １０月 ９日（金）    ・代表者会議 １６：００～ 

        ・開会式   代表者会議終了後～ 

                  ※会場：大阪市中央体育館・大会議室 

     １０日（土）    団体戦   １回戦～３回戦 

※会場：大阪市中央体育館、なみはやドーム 

     １１日（日）     団体戦   準決勝～決勝戦 

※表彰式（競技終了後） 

※会場：大阪府立体育会館（最終日まで） 

     １２日（月）    男女複   １回戦～３回戦 

     １３日（火）    男女単   １回戦～３回戦 

     １４日（水）    男女単複  ４回戦～５回戦 

     １５日（木）    男女単複  準決勝、決勝 

                  ※表彰式、閉会式（競技終了後） 

 

８． 競技会場   第 1会場：大阪府立体育会館（１０月１１日（日）～１５日（木）） 

                  〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中３－４－３６   

            電話：０６－６６３１－０１２１ 

                   ・南海 なんば駅 南出口から 250 m 

            ・地下鉄御堂筋線、四つ橋線、千日前線 難波駅5番出口から 350 m    

                           ・近鉄難波線・阪神なんば線 大阪難波駅から 600 m 

                 ・JR大和路線 JR難波駅から 800 m 

          第2会場：大阪市中央体育館（１０月１０日（土）） 

                   〒552-0005 大阪府大阪市港区田中３－１－４０ 

                   電話：０６－６５７６－０８００ 

・地下鉄中央線 朝潮橋駅２-Ａ出口から徒歩約４分 

          第3会場：なみはやドーム（大阪府立門真スポーツセンター）（１０月１０日（土）） 

                   〒571-0015 大阪府門真市三ツ島３丁目７－１６ 

                    電話：０７２－８８１－３７１５ 



                     ・地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南駅下車2番出口すぐ 

                     ・京阪電車・大阪モノレール「門真市」駅からタクシーで 10分 

９． 種 目   団体戦 男子・女子 ２複３単 

    個人戦 男子・女子 単・複 

１０． チーム編成   （１）チーム役員（部長・監督・主将・主務各１名、コーチ２名まで）、 

      選手４～１０名とする。 

     （２）チーム役員のうち、選手として出場するものは選手人数に含める。 

    （３）申込後の団体戦のメンバー変更は代表者会議において申請できる。 

１１． 競技規則 平成２７年度 (公財)日本バドミントン協会競技規則、大会運営規程 及び公認審判    

員規程によりおこなう。 

１２． 競技方法   （１）各種目ともトーナメント方式とし、３位決定戦は行わない。 

    （２）団体戦の試合順は単１・単２・複１・複２・単３とする。 

１３． 使用用器具   (公財)日本バドミントン協会検定・審査合格用器具及び平成２７年度第１種検定合格 

水鳥球を使用する。 

１４． 参加資格   （１）平成２７年度(公財)日本バドミントン協会会員登録を完了している者。 

（２）平成２７年度全日本学生バドミントン連盟及び各地区の学生バドミントン連盟の登録を

完了している大学に所属している学生であること。 

（３）団体戦においては、平成２７年度東日本・西日本バドミントン選手権大会においてベスト

８以上の大学及び各地区学生バドミントン連盟に推薦された大学。 

（４）個人戦においては、平成２７年度東日本・西日本学生バドミントン選手権大会において

ベスト３２以上の選手、全日本学生バドミントン連盟に推薦された選手及び各地区学生

バドミントン連盟に推薦された選手。 

           （５）（公財）日本バドミントン協会公認審判員資格の有資格者であること。 

１５． 組 合 せ     (公財)日本バドミントン協会の競技役員長（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）の指示の下、主管団体及び全日本学生バドミントン連盟 

との間で厳正に執り行う。 

１６． 参 加 費   （１）団体戦  １チーム   ２０，０００円 

    （２）個人戦  単１人         ３，０００円 

     複１組            ６，０００円 

１７． 納入方法    参加大学は『必ず、所属地区学連指定の振込口座に振り込むこと。』 

           ※ 納入締切日： 平成 27年9月 10日(木) 

各地区学生連盟は一括取りまとめて、9 月 16 日（水）までに大会事務局の下記口座に 

納入すること。 

    振込先 りそな銀行 京都支店(５０１) 普通 

      口座番号    ０３８８２６１ 

           口座名義  関西学生バドミントン連盟 

                               （カンサイガクセイ バドミントンレンメイ） 

１８． 申込締切日       電子メール（申込書）：平成２７年９月１０日(木)２４時 必着 

            郵送分（協会長印付書類＋審判手帳コピー）：平成２７年９月１６日（水）必着 

        （現金書留、電話、ＦＡＸによる申し込みは受け付けない） 

１９． 申込方法     （１）全日本学生バドミントン連盟公式サイトに掲載してある所定の申込書・選手名簿記入書 

及び参加費納入書（Excel）をダウンロードし、必要事項を入力した「ファイル」を電子メー

ルにて申込み締切日9月 10日（木）24時迄に送付すること。 



送信メールの件名と添付ファイル名には、必ず大学名＋性別（男・女）を記すること。  

なお、男女校は別々に作成・送付のこと。 

              ※送付先:  kansaibad@gmail.com 

              ただし、 eメールのみでは申込みは完了しない。 

（２）メールで申込み後、プリントアウトした大会申込書に『都道府県協会長印を捺印』の上、

「申込書(正)、申込書(副)、申込書（控）、選手名簿及び参加費納入書」と、それに加え

て、大会時に有効な審判手帳のコピー（Ａ４サイズ）を所属の地区学連宛に送付する

こと。 

・（全ての必要な書類を提出しない場合は棄権扱いとし大会に出場できない。） 

（３）各地区学連は受領した書類を一括とりまとめて、下記「申し込み場所」①②に 

９月１８日（金）必着で送付すること。なお、審判手帳のコピーは主管学連宛・下記 ② 

まで郵送すること。 

なお、(控)は 各地区学連で保管のこと。 

① (正) 〒227-0033 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町560-5サンヒルズ金子303 

全日本学生バドミントン連盟 委員長 山口 颯 宛 

② (副) 〒577-0827 大阪府東大阪市衣摺２－９－３５ レオパレスビレック 206 

関西学生バドミントン連盟 委員長 松井 健悟 宛 

            TEL: ０８０－２５０７－８２８１ 

  ・大会専用サイト(全日) URL http://www.japanibf.com/ 

  ・ファイル送付先（関西学連）eメールアドレス kansaibad@gmail.com 

２０． 表 彰 ◎： 優勝，準優勝，３位 

   (１)団体戦優勝校には秩父宮・秩父宮妃杯ならびに優勝旗、賞状、 

     (公財)日本バドミントン協会より金メダルを授与する。 

   (２)個人優勝者にはトロフィーならびに賞状・(公財)日本バドミントン協会より 

   金メダルを授与する。 

   (３)団体戦準優勝・３位の入賞校には賞状・(公財)日本バドミントン協会より 

それぞれ銀メダル・銅メダルを授与する。 

   (４)個人戦準優勝・３位の入賞者には賞状・(公財)日本バドミントン協会より 

それぞれ銀メダル・銅メダルを授与する。 

２１． 代表者会議  平成２７年１０月９日(金) １６：００～ 

   開 会 式   同  日  代表者会議終了後～（開会式） 

             場所：大阪市中央体育館 大会議室 

              〒552-0005 大阪府大阪市港区田中３－１－４０ 

                電話：０６－６５７６－０８００ 

・地下鉄中央線 朝潮橋駅２-Ａ出口から徒歩約４分 

             （注）１６時から行われる代表者会議に引き続いて、開会式を行います。 

団体戦参加校の責任者は、メンバー変更届やオーダー用紙等で必要なため、 

必ず 印鑑を持参すること。 

各大学は、代表者会議に１名、開会式には選手2名以上が必ず出席すること。 

メンバー変更届は代表者会議開始前までに、代表者会議受付に提出すること。 

これ以後は、変更を認めない。 

スリッパ・サンダルでの参加は不可 
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２２． 大会事務局  〒577-0827 大阪府東大阪市衣摺２－９－３５ レオパレスビレック 206 

                   関西学生バドミントン連盟 委員長 松井 健悟 

携帯電話：080-2507-8281 E-MAIL： kansaibad@gmail.com 

   その他ご不明な点がありましたら以下の連絡先までお願いします。 

    総務 松井 健悟 携帯電話：０８０－２５０７－８２８１ 

    会計 岡田 彩奈 携帯電話：０９０－１９６７－４５５８ 

２３． 宿     泊          別紙宿泊要項による。 

２４． 着  衣              色付き着衣を使用する場合には競技の品位を保つために(公財)日本バドミントン協

会審査合格品とし、上衣ウェアの背面には大学名を必ず明示すること（全日本学生

バドミントン連盟ホームページ「各種書類」にある『着衣上の背面、ロゴ等の表示に関

する取り決め』を参照のこと）。また、ゼッケンを使用する場合には、横３０ｃｍ縦１５ｃｍ

を基準とし、必ず四隅を固定すること。 

２５． 備 考         （１）競技者（部長・監督・コーチ・主将・主務・選手）は必ず(公財)日本バドミントン 

協会登録会員であること。また、コーチ席に入るときには必ずＩＤを携帯すること。 

（２）競技者は、マッチにふさわしい服装で臨むこと。また競技場に入る際は必ず室内

シューズを着用すること。また、携帯電話、パソコン等それに類似したモバイル機器

もマナーモードか、電源を切ること。 

（３）事故があった場合には、応急処置は行うが、その後の責任は各参加者の負担とす

る。 

（４）病気・事故に備えて、各自健康保険証を持参すること。 

（５）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ない。 

（６）(公財)日本バドミントン協会環境委員会からのお願い。 

①（開催地の）ゴミの分別収集に協力して下さい。 

(ゴミは各大学で責任をもって持ち帰って下さい) 

②（宿泊先の）部屋から出るときには、必ず、エアコン、テレビ、ライトのスイッチを消

して下さい。 

③マイ歯ブラシを持参して大会に参加して下さい。 

２６． 審判について     初日（団体戦１回戦～３回戦）は線審、得点表示係を各チームで行うこととする。 

 ３日目、４日目からの個人戦（ダブルス、シングルス）は敗者線審制とし、得点表示係

も各チーム持ち寄りで行うこととする。 

 

※１．個人戦ベスト４までの入賞者は全日本総合バドミントン選手権大会当該種目の本選

に推薦する。 

※２．個人戦ベスト８までの入賞者は全日本総合バドミントン選手権大会当該種目の予

選に推薦する。 


