
 

 

令和 3 年度 第 61回西日本学生バドミントン選手権大会 開催要項 

 

 

1. 主  催  全日本学生バドミントン連盟 

2. 主  管  九州学生バドミントン連盟 

3. 共  催  北九州市 

4. 後  援  福岡県教育委員会、(公財)福岡県スポーツ協会、(公財)北九州市 

      スポーツ協会、福岡県バドミントン協会、北九州市バドミントン協会 

      九州バドミントン連盟 

5. 協  賛  (公財)北九州市観光コンベンション協会（予定）、ヨネックス㈱ 

      （株）ビクター、（株）ゴーセン、ミズノ（株） 

6. 期  間  令和 3年 8月 23日（月）～令和 3年 8月 31日（火） 

7. 開 催 地  福岡県北九州市 

8. 日  程   ８月２３日（月）ＣＭ会議 １６：００～ 北九州市立総合体育館 会議室 

               開会式  １７：００～（ＣＭ会議終了後）  同 上 

８月２４日（火）〜８月２６日（木）団体戦 

８月２６日（木）～８月３１日（火）個人戦 

※ ２６日は１回戦の一部（予定） 

          ８月３１日（火） 閉会式 競技終了後 

※タイムテーブルは、組合せ会議後に全日本学生バドミントン連盟及び 

 九州学生バドミントン連盟のホームページに掲載する。 

9. 会  場  北九州市立総合体育館 北九州市八幡東区大寺町 4-1 ℡ 093-652-4001 

      北九州市立浅生スポーツセンター 北九州市戸畑区浅生 2-1-1 

℡ 093-883-5501 

      北九州市立若松体育館 北九州市若松区古前 1-1-1  ℡ 093-761-1983 

            ※会場は変更になる場合があります。 

10. 種  目  団体戦 男子・女子 ２複・３単 

    個人戦 男子・女子 単・複 

11. 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・同大会運営規程及び 

      同公認審判員規程による。 

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. 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。 

（４） 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に必要

なため、必ず印鑑を持参すること。 

  



 

 

14. 使 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 

       同令和３年度第一種検定合格水鳥球を使用する。 

15. 参加資格   （１）令和３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）令和３年度全日本学生バドミントン連盟及び中部、関西、中・四国、

九州学生バドミントン連盟に登録を完了している者。 

                         ※三級審判資格を取得していることが好ましい。 

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    

各地区学生連盟に振り込むこと。（各地区学生連盟は一括とりまとめて九州学生バドミン

トン連盟まで振り込むこと。） 

   （振込口座）  

銀 行 名 西日本シティ銀行  

支 店 名 八幡駅前支店（２４４） 

口  座 普通預金 

口座番号 ３０３３９５９ 

口 座 名 九州学生バドミントン連盟（収入）代表 有田 仁志 

※参加大学は、各地区学連に納入し、各地区学連は納入された参加費を 

一括して上記口座に納入すること。（参加費の正誤については、各地区学連の責

任において措置すること。） 

（各地区学連申込み期限） 令和 3年７月２３日（金） 

18. 申込方法    

（１） 申込み方法は、「入力ファイル」送信と「申込書」郵送の 2 種類で申込むこ

と。 

（２） 所定の申込書及び参加納入表に必要事項を記入の上、正・副を各地区学生連

盟に送付、控は各大学で保管すること。 

（３） 各地区連盟は、各大学の「入力ファイル」を取り纏めた上、一括して九州学

生バドミントン連盟に送信すること。 

※申込みのファイル名は「西日本学生申込み（○○大学）」として下さい。 

また、「申込書」「参加料納付書」を取り纏め、正を全日本学生連盟本部、副

を大会事務局（九州学連）へ送付し、控えをコピーすること。 

※ 参加大学は、各学連が定める期日までに、各学連事務局に送信・郵送すること。 

19. 申込締切日   メール申込み  令和 3年 7月２日（金） 

          郵送申し込み  令和 3年 7月２日（金）必着 

20. 表  彰  （１）優勝校には、優勝杯並びに賞状の授与を行う。 

（２） 団体戦準優勝・３位の入賞校には、賞状の授与を行う。 

（３） 個人戦優勝者には、優勝杯並びに賞状の授与を行う。 

（４） 個人戦準優勝・３位の入賞者には、賞状の授与を行う。 



 

 

21. 代表者会議   令和３年８月２３日（月） １６：００～ 

       北九州市立総合体育館 会議室 

北九州市八幡東区大寺町 4-1 ℡ 093-652-4001 

22. 大会事務局   〒805-0034 

          〒805-0034 北九州市八幡東区清田 4-10-10 

          九州学生バドミントン連盟 事務局 有田 仁志 

但し、大会期間中は大会が行われている各会場を事務局とする。 

℡ 080-9242-7795（内木場） 

23. 着  衣  色付き着衣を使用する場合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、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、大学名を横３０㎝ 縦１５㎝の範囲内に必ず明示する 

      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。  

24. 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

協会まで登録し、参加申込書に登録番号を記載すること。 

（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。 

（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） 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。 

（5） 病気・事故に備えて、各自健康保険証を持参すること。 

（6） 本大会は動画配信を行う。大会参加に際して提供される個人情報及び肖像物（写真・

動画等）は、本大会活動及び学連広報において使用するものとし、公式 SNSを含む学

連 HPで掲載する場合がある。これ以外の目的で使用することはない。 

（7） （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ご協力下さい。（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、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ください。 

（8） 新型コロナウィルス感染拡大防止対策として、公益財団法人日本バドミントン協会

の「新型コロナウィルス感染拡大防止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。 

（9） 不明な点は、各地区学連又は九州学生バドミントン連盟ＨＰ『お問い合わせ』により

おこなうこと。 

 



 

 

２５．新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 

（１）本大会は観客に制限をかける可能性があります。無観客とした場合，事前の申請  (大会参加

者連絡先一覧)  に記載にあった者のみ  (部長、監督、コ－チ、マネジャー、選手、主将、審判要員

に限る)  入場を可能とします。 また、入場者は必ず消毒できるもの（スプレーやティッシュ等）を

携帯しておいてください。なお無観客かどうかは決定次第連絡します。 

（２）各大学は指定された範囲の観覧席を使用し、観覧席での応援は、声出しは禁止し、拍手または

手拍子のみとします。また、試合出場者以外は全員マスク着用とします。  

（３）チーム内に新型コロナウイルス感染や濃厚接触者が確認された時は、遅滞なく報告してくださ

い。報告内容に隠蔽や虚偽の報告があった場合は、次大会以降無期限で参加を認めないこととします。 

（４）上記以外は別紙「同意書」に記載しておりますが、会場での飲食は指定された席、かつ、ソー

シャルディスタンスを保ちながら行い、人と向かい合っての飲食は絶対に止めてください。また、会

場内での他大学との交流も極力避けてください。必要であれば必ずマスク着用の上、短時間で行って

ください。トイレや階段等での会話は避けてください。 

（５）今回は宿泊を伴う大学がほとんどであることが推察されます。宿泊時は必ず 1 部屋につき 1

人で使用し、飲食は自室で行い、外出は必要最小限かつ短時間・最少人数で行ってください。また、

他大学との交流は避けてください。 

（６）上記（１）～（５）を明らかに守れていないと判断された場合、次大会以降無期限で参加を認

めないこととします。 

 

【大会前・期間中にチーム内で新型コロナウイルス感染者もしくは濃厚接触者が発生した場合】  

・新型コロナウイルスに感染した当該者は参加不可とする。ただし、症状緩和後一定期間が経ち、医

療機関より通常の社会活動の復帰及び所属大学よりクラブ活動復帰を許可された者はこの限りでは

ない。  

・濃厚接触者となった参加者は、医療機関にて PCR 検査等を行い、陰性が確認されるまでは参加

不可とする。  

・濃厚接触者とならない参加者は、当日朝の検温と体調管理にて問題ない場合、参加可能とする。 

 


