
令和３年度（第３１回）大分県中学生バドミントン大会 要項 

（兼大分県中学生強化選手３次選考会） 

 

 

１ 主  催 大分県バドミントン協会 

２ 主  管 大分県バドミントン協会 中学部 

３ 日  時 令和３年１２月１１日（土）杵築市文化体育館  ダブルスのすべて 

                  開  館 ９：００ 

                  競技開始１０：００ 

令和３年１２月１８日（土）佐伯中央病院アリーナ シングルスのベスト１６まで 

 開  館 ８：３０ ＊会場設営をしますのでご協力お願いします。 

 競技開始 10：30 をめどに準備でき次第、開始します。 

       令和２年１２月１９日（日）津久見市民体育館 シングルスのベスト１６からすべて 

開  館 ８：３０  

競技開始１０：３０ 

４ 会  場 杵築市文化体育館  （１１日のみ）杵築市大字本庄 2005 番地 

       佐伯中央病院アリーナ（１８日のみ）佐伯市大字長谷 2614 番地 

       津久見市民体育館  （１９日のみ）津久見市大字千怒 5338 番地 

５ 種  目 男子シングルス 女子シングルス 男子ダブルス 女子ダブルス 

６ 参加資格 大分県内の中学１、２年生であり、 

       本年度日本バドミントン協会と大分県バドミントン協会両方登録済の者。 

７ 実施要項 

・本年度(公財)日本バドミントン協会競技規則及び大会運営規程、並びに公認審判員規程による。 

・原則として全て正式ゲームを採用。 

・各種目トーナメント方式 ３位決定戦あり。表彰 ３位まで 

・試合球 水鳥球（検定球） 

 ・男女単の優勝・準優勝者を３月開催される全日本中学生バドミントン選手権大会県選抜選手とする。 

  その他の選抜メンバーは、強化選手から男女各２名ずつ選出。選考方法について強化部一任とする。 

８ 参加料 単：１０００円／１人   複：２０００円／１組 

９ 申込方法 

各チームは、大分県バドミントン協会ホームページから申込用紙をダウンロードし、E-Mail 

で申込用紙を送信すること。ご協力願います。 

E-mail（申込ファイル送信専用アドレス）⇒ 

 

プログラムの名簿は入力されたものをそのまま使用します。もし、外字登録があれば、その旨わかるよう 

に連絡をお願いします。万が一印刷できない場合、略字または手書きでの対応をお許しください。 

 

１０ 申込締切    

１１ 参加料納入方法 

   各チームまとめて代表者名（またはチーム名）を明記し下記まで 

     大分銀行 三重支店（普） 口座番号７５９３７４７ エトウユウヤ 

 尚、別紙申込用紙に送金額を必ずご記入下さい。 



１２ 日本バドミントン協会と大分県バドミントン協会登録について 

   ・未登録者については、登録を済ませておくこと。 

１３ 観客の判断については、以下のとおりとする。 

 

  

    

   〇各チームの監督・コーチ・応援者の人数の割り振りについては参加選手数に応じて割り当てをします。 

・割り当て人数は監督・コーチ・応援者を含んだ人数とします。 

例（５００人の収容人数の会場） 

選手が３００人だった場合は、残り２００人（監督・コーチ・応援者含む）を各チームで均等割りをして

入場可能人数を決定します。 

  （割り当て人数が５人の場合） 

  （例１）監督１人、コーチ１人、応援者３人 

  （例２）コーチ１人、応援者４人 

＊割り当て人数内の振り分けは各チームでお願いしますが、応援者のベンチ入りはお控えください。 

 

   ＊今後のコロナウイルス等の感染状況や各市の方針等により観客の入場を制限する場合があります。 

   ＊監督・コーチは普段から指導をしている方のみとし、虚偽の申請等があった場合には観客を制限するこ

とがあります。 

１４ その他 

 ・電話での受付はいたしません。 

 ・ダブルスのペアについては所属チーム（学校）が別同士でも、ペアを組んでもよいこととする。 

 ・参加選手は、自分の所属チーム又は学校名（上）、氏名（下）のゼッケンを着用すること。 

  ＊出場チームのゼッケンを着用してください。中学校は中学校の、ジュニアはジュニアのものとする。 

 ・参加申込後の変更は認めません。 

 ・参加料は参加を取り消しても返納しません。 

 ・組合せは事務局に一任のこと。 

 ・各会場の審判についてはできる限り、試合終盤までご協力いただけたらと助かります。 

  ＊特に 12月 11 日杵築会場、19日津久見会場では終盤、審判が不足しますので、最後までご協力いただける

と助かります。 

 

１５ コロナウイルス感染防止対策を熟読の上、受付時の書類をお忘れなく、お願いします。 

  

○その他、不明な点などお問い合わせは大会事務局まで 

事務局 担当 

８７７－００８３ 日田市田島２丁目１２番８号 

                  江藤 裕也   宛 

携帯０９０－７５３８－７０７５（ショートメールを活用して頂けると助かります） 

 



感染症等の対策に関する留意事項について 

大分県バドミントン協会 中学部 
１ 全競技共通事項 
 （１）選手の参加については、保護者やチーム代表（学校は校 ）に確認をとること。 
 （２）選手に発熱など風邪症状が見られる時は参加を見合わせ、自宅で休養させること。 
 （３）試合会場に入る選手（競技中以外）・競技役員・補助員・引率者・応援者等は必ずマスクを着 

用すること。ただし、熱中症予防の観点で、屋外で十分な距離（２ｍ以上）を確保できる場合 
はマスクを外すこと。また、屋内でも息苦しさを感じた場合は、換気や人との十分距離を保つ 
など配慮をした上でマスクを外すこと。 

（４）会場の各所に液体石鹸や手指消毒液を備えているので、こまめな手洗いや消毒をすること。 
（５）同チーム内での飲料水等の回し飲みやタオルやコップ等の共有はしないこと。 
（６）競技に使用する共有の道具（ベンチ等）はコートを使用したチームが責任を持って消毒すること。 

 （７）競技会場内では、係員の指示や誘導に従うこと。 
 （８）競技会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、大分県バドミントン協会中

学部に速やかに報告すること。 
（９）応援(観戦)入場者は、感染状況によっては制限等、変更する場合がある。その際は、各チームの申し

込みをした方を通して連絡する。 
 
２ バドミントン競技における３密（密閉、密接、密集）の回避対策 
【大会本部】 

・会場内の各所に手指消毒液を備えているので、こまめな手洗いや消毒をすること。 
・本大会の観客については、有観客とする。 
・選手、監督、コーチ等は大会前後 2 週間分の【体調記録表】 

【行動履歴書】を記入する。＊体調記録表はチーム代表者が保管、行動履歴書は各自で保管する。 
・顧問は大会中の試合日ごとに【チーム同行者体調記録表】（選手・監督・コーチ・応援者等）を本部に提出

する。 
・大会役員は【来場者体調記録表】と【行動履歴書】を記入し、来場者体調記録表のみ本部に提出する。＊

行動履歴書は各自で保管する。 
・ゴミは各自の責任のもと、全て持ち帰ること。 

 
【選手・監督・コーチ・応援者・役員等】 

＜密閉＞ 
・３密を回避することを目的とし、競技への影響を最小限にとどめる範囲で常時換気を行う。 
＜密接＞ 
・飛沫感染防止の観点から、常にマスクを着用すること。 
・観客席は間隔を空けて使用する。 

 ・応援は、拍手のみとし、声を出しての応援は禁止とする。 
・競技中はマスクを外すが、対戦相手に向かって声を発する行為をしないように気をつけること。 

 ・アドバイス等をする場面では飛沫の向きに気をつけ、真正面での会話を避けたり、シールド等 
活用すること。 

＜密集＞ 
 ・メイン競技場内への出入口を多数解錠し、出入りにおける密集を極力避ける。 
 ・開会式のあり方については、簡略化し、密接場面を最小限にとどめる工夫を行う。 

＊申込み後に各チームの入場者数の決定をします。割り当て人数以上の入場希望があった場合は ID カードの交換
を行うなど、交代しながらご観覧ください。 

 



チーム名 氏名

月日 曜日 体温 体調について（各項目の□に 点をすること）

　□　せき、のどの痛みなど風邪の症状はない

　□　体のだるさ、息苦しさはない

　□　味覚や嗅覚（きゅうかく）の異常はない

　□　せき、のどの痛みなど風邪の症状はない

　□　体のだるさ、息苦しさはない

　□　味覚や嗅覚（きゅうかく）の異常はない

　□　せき、のどの痛みなど風邪の症状はない

　□　体のだるさ、息苦しさはない

　□　味覚や嗅覚（きゅうかく）の異常はない

　□　せき、のどの痛みなど風邪の症状はない

　□　体のだるさ、息苦しさはない

　□　味覚や嗅覚（きゅうかく）の異常はない

　□　せき、のどの痛みなど風邪の症状はない

　□　体のだるさ、息苦しさはない

　□　味覚や嗅覚（きゅうかく）の異常はない

　□　せき、のどの痛みなど風邪の症状はない

　□　体のだるさ、息苦しさはない

　□　味覚や嗅覚（きゅうかく）の異常はない

　□　せき、のどの痛みなど風邪の症状はない

　□　体のだるさ、息苦しさはない

　□　味覚や嗅覚（きゅうかく）の異常はない

　□　せき、のどの痛みなど風邪の症状はない

　□　体のだるさ、息苦しさはない

　□　味覚や嗅覚（きゅうかく）の異常はない

　□　せき、のどの痛みなど風邪の症状はない

　□　体のだるさ、息苦しさはない

　□　味覚や嗅覚（きゅうかく）の異常はない

　□　せき、のどの痛みなど風邪の症状はない

　□　体のだるさ、息苦しさはない

　□　味覚や嗅覚（きゅうかく）の異常はない

　□　せき、のどの痛みなど風邪の症状はない

　□　体のだるさ、息苦しさはない

　□　味覚や嗅覚（きゅうかく）の異常はない

　□　せき、のどの痛みなど風邪の症状はない

　□　体のだるさ、息苦しさはない

　□　味覚や嗅覚（きゅうかく）の異常はない

　□　せき、のどの痛みなど風邪の症状はない

　□　体のだるさ、息苦しさはない

　□　味覚や嗅覚（きゅうかく）の異常はない

　□　せき、のどの痛みなど風邪の症状はない

　□　体のだるさ、息苦しさはない

　□　味覚や嗅覚（きゅうかく）の異常はない

14
月　　日

※大会当日
℃

12 月　　日 ℃

13 月　　日 ℃

10 月　　日 ℃

11 月　　日 ℃

8 月　　日 ℃

9 月　　日 ℃

6 月　　日 ℃

7 月　　日 ℃

4 月　　日 ℃

5 月　　日 ℃

2 月　　日 ℃

3 月　　日 ℃

体調記録表

◎自身の体調について、素直に申し出るようにしてください。体調の異変を感じた際は、早めの相談や
受診をお願いします。

1 月　　日 ℃



所属 氏名

№ 月日 行先 滞在期間 接触者
記
入
例

　　〇月〇日 ○○県○○市 10:00～18:00 親戚４名

1 　　月　　日

2 　　月　　日

3 　　月　　日

4 　　月　　日

5 　　月　　日

6 　　月　　日

7 　　月　　日

8 　　月　　日

9 　　月　　日

10 　　月　　日

11 　　月　　日

12 　　月　　日

13 　　月　　日

14 　　月　　日

15 　　月　　日

※

※ 大会終了後、１か月程度は各自で保管しておくこと。

№

行動履歴書

罹患者が発生した場合、本人が発症２日前から現時点での行動歴を明らかにすることが重要です。

試合に関わる全ての者は試合開催２週間前から記録をしておくこと。



体調記録表について

① ② ③ ④ 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

④　割り当て人数以上の入場希望があった場合はIDカードの交換を行うなど、　交代しながらご観覧ください。
＊割り当て人数内の振り分けは各チームでお願いしますが、応援者のベンチ入りは　お控えください。
　　（例２）コーチ１人、応援者４人
　　（例１）監督１人、コーチ１人、応援者３人
　　（割り当て人数が５人の場合）

（注意）

③　割り当て人数は監督・コーチ・応援者を含んだ人数とします。
②　応援者は上記①以外の保護者の方やそのご家族の方々などとします。
①　監督・コーチとは学校やクラブにおいて普段から指導されている方とします。

※不足する場合は増す刷りしてください。

※引率者等は、当日のチーム同行者すべての体調を確認してください。
※大会２週間前からの「体調記録表」を考慮し、参加の確認をお願いします。

NO 氏　　名
本日の
体温
（℃）

当日体調記録表
（異常があった場合、各項目に をすること）

№

区分

チーム名

＊応援者には学校等の引率を含む

代表者氏名

※当日体調記録表に が入った方、また、当日体調記録表に は入らないが「体調管理表」（別紙１）
から、各チームにおいて出場はできないと判断された方は、備考欄に「不参加」とご記入ください。

②　せき、のどの痛みなど風邪の症状
④　味覚や嗅覚の異常

①　平熱を越える発熱（概ね37度5分以上）
③　だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

区分について　・・・　　「選手」　・「監督」　・　「コーチ」　・　「応援者」を記入

令和　　年　　月　　日

チーム同行者体調記録表



監督 人　＊申込書の人数とそろえてください。

コーチ
＊監督以外のコーチ

人　＊申込書の人数とそろえてください。

応援者
＊中学校等は引率教員を含む

人

　本大会は可能な限り有観客で行おうと考えています。
　しかし、会場の収容人数には限度がありますので、各チームの監督・コーチ・応援者の人数の割り振りについては
参加選手数に応じて割り当てをします。

チーム名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

　
④　割り当て人数以上の入場希望があった場合はIDカードの交換を行うなど、　交代しながらご観覧ください。
＊割り当て人数内の振り分けは各チームでお願いしますが、応援者のベンチ入りは　お控えください。
　　（例２）コーチ１人、応援者４人

＊あらかじめ、チーム内で聞き取り等行い、人数をご記入ください。

（入場希望者数）

＊名簿については大会日ごとにチーム同行者体調記録表にご記入の上、ご提出願います。

　　（例１）監督１人、コーチ１人、応援者３人
　　<割り当て人数が５人の場合>
③　割り当て人数は監督・コーチ・応援者を含んだ人数とします。
②　応援者は上記①以外の保護者の方やそのご家族の方々などとします。
①　監督・コーチとは学校やクラブにおいて普段から指導されている方とします。
（注意）

監督・コーチ・応援者希望人数調査


