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厚 生 労 働 大 臣 杯 

第６７回全日本実業団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、日本実業団バドミントン連盟 

 ２ 共  催 秋田県、秋田市 

 ３ 主  管 秋田県バドミントン協会、秋田県実業団バドミントン連盟、秋田市バドミントン協会 

 ４ 後  援 厚生労働省、秋田県教育委員会、公益財団法人秋田県体育協会、秋田市教育委員会、 

一般財団法人秋田市体育協会 （以上申請予定） 

 ５ 期  日 平成２９年７月５日(水)～９日(日) 

 ６ 開 催 地 秋田市 

 ７ 会  場 ＣＮＡアリーナ★あきた  秋田市八橋本町六丁目 12-20    018-866-2600 

        秋田県立体育館      秋田市八橋運動公園 1-12      018-862-3782 

        秋田県立武道館      秋田市新屋町字砂奴寄 2-2     018-862-6651 

 ８ 種  目 男子団体、女子団体 

 ９ 団体編成 （１）チームは部長（１名）、監督（１名）、コーチ（２名以内）、マネージャー（１名） 

           および選手４～１２名で編成する。もし選手に欠員が生じ、選手が３名以内に 

           なった場合には失格とする。 

        （２）団体編成は、同一都道府県の同一事業所に勤務する者で編成する。ただし、官庁・ 

           会社等で事業所が分散している場合、合わせて同一事業所に勤務する者とみなす 

           ことができる。 

        （３）同一事業所で複数チームの出場は認めない。 

        （４）女子団体に限り、日本実業団バドミントン連盟登録チームの選手による都道府県 

           選抜編成出場を１チーム認める（背面のチーム名は都道府県選抜名または自チー 

           ム名とする）。ただし、単独参加チームの選手を含めてはならない。 

        （５）部長、監督、コーチ、マネージャーおよび選手を変更する場合は、「チーム役員・選手

変更届」にその氏名等を記入し、所属都道府県実業団バドミントン連盟会長印を 

           押印した変更届を監督会議当日の午前９時から監督会議開始までに監督会議開催 

           場所に設ける日本実業団バドミントン連盟事務局へ届けること。 

１０ 競技規則 平成２９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。 

１１ 競技方法 （１）１次リーグの後、トーナメント戦により優勝を決定する。３位決定戦は行わない。 

（２）試合は、２複３単とし、複より行う。 

（３）試合（対戦）の開始時間が遅れた場合、あるいは試合（対戦）が長引いた場合は並行試

合となります。その場合はレフェリーの指示に従ってください。 

（４）登録審判員制とする。 
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１２ 使用用器具 （公財）日本バドミントン協会検定・審査合格用器具および平成２９年度第１種検定合格 

水鳥球を使用する。 

１３ 参加資格 （１）出場チームは、平成２９年４月３０日までに日本実業団バドミントン連盟に、平成 

           ２９年度の加盟を完了したチームとする。 

（２）出場選手は、平成２９年４月３０日までに（公財）日本バドミントン協会会員登録を 

完了している者で、平成２９年４月３０日以降引き続きその事業所に勤務している者 

とする。２２（３）に定める未成年者は親権者の同意書を提出しなければ参加を認め 

ない。但し既に「親権者同意書」を提出したことのある選手は不要です。 

（３）前２項の者で、日本実業団バドミントン連盟、所属都道府県実業団バドミントン連盟 

の認めた代表であること。 

（４）出場チーム枠は、日本実業団バドミントン連盟が指定した数とする。 

（５）第６６回全日本実業団バドミントン選手権大会において、男女ともにベスト１６の 

    チームを推薦出場チームとする。 

（６）その他 

①夜学生生徒を除く学生生徒は出場できない。ただし、夜学生で全日本学生バドミント 

ン連盟会員は出場できない。 

②外国籍選手の出場資格 

外国籍選手の登録数は、１チーム２名以内とし、試合への出場資格は１対抗戦に１名 

が単・複の何れか１試合にのみ出場可とする。ただし、次の何れかに該当するものに 

ついては、日本国籍を有する者と同一出場資格とする。 

ア．当該年度以前に学校教育法第１条に定める学校に一定期間在籍したことのある者。 

イ．日本国内で出生し、その後引き続き在住している者。 

１４ 組 合 せ （公財）日本バドミントン協会指名の競技役員長（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）の指示のもと日本実業団バドミントン連盟が責任を持って公開抽選 

を行い決定する。抽選会は５月１４日(日)１３時から味の素ナショナルトレーニングセンタ 

ー大研修室で開催する。 

１５ 参 加 料 １チーム８０，０００円 

１６ 参加料の （１）「第６７回全日本実業団バドミントン選手権大会参加支部申込総括表兼参加料納入 

納入方法    明細書」に必要事項を記入し、所属都道府県実業団バドミントン連盟会長印を押印の 

うえ、大会開催地の事務局へ送付すること。ただし、一度納めた参加料は返還いたし 

ません。 

（２）参加料は都道府県実業団バドミントン連盟が一括のうえ、次の口座へ振り込むこと。 

振込先銀行 北都銀行 本店営業部 

普通預金 店番 ００１ 

口座番号 ８１１９１１０ 

口 座 名 第６７回全日本実業団バドミントン選手権秋田大会実行委員会 

（振込時 ※略称｢６７バドアキタ｣） 

１７ 申込期日 平成２９年４月１０日(月)から４月２４日（月）まで 
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１８ 申込方法  参加チームは「第６７回全日本実業団バドミントン選手権大会参加申込書」のファイル 

及び申込先  に必要事項を入力し、所属都道府県実業団バドミントン連盟が指定する期日までに所属 

都道府県実業団バドミントン連盟へ提出すること。申込書の提出を受けた所属都道府県実 

業団バドミントン連盟は、申込書のデータを日本実業団バドミントン連盟および第６７回 

全日本実業団バドミントン選手権大会開催地事務局宛にメールで送ること。 

「第６７回全日本実業団バドミントン選手権大会参加チーム一覧表」は、下記（１）（２） 

の両方へ送付すること。 

（１）〒160-0023 東京都新宿区西新宿７－２２－３７ 

ストーク西新宿福星ビル４０１号 

日本実業団バドミントン連盟 宛 

（ＴＥＬ) 03-3365-2785 （ＦＡＸ) 03-3365-2100 

メールアドレス：jimukyoku@badminton-jitsugyodan-jp.com 

（２）〒010-0001 秋田県秋田市中通１丁目４－３ エリアなかいち商業棟１Ｆ 

ＮＰＯ法人トップスポーツコンソーシアム秋田内 

第６７回全日本実業団バドミントン選手権大会開催地事務局 

（ＦＡＸ）018-874-9592 

メールアドレス：info@spocom.tv  

（大会参加支部申込総括表兼参加料納入明細書は会長印の押印が必要なので郵便で送ること） 

 

１９ 表  彰 （１）優勝チームに厚生労働大臣杯、（公財）日本バドミントン協会会長杯および日本実業 

団バドミントン連盟会長杯（以上持ち回り）を授与する。 

（２）優勝、準優勝および５位までのチームに表彰状を授与する。 

（３）優勝、準優勝および３位のチームの選手には（公財）日本バドミントン協会より金 

メダル、銀メダル、銅メダルを授与する。 

（４）個人表彰を行う。 

２０ 宿  泊 宿泊、昼食弁当の斡旋を希望するチームは、出場が決定次第、下記の旅行会社が指定する 

方法にて、指定期日までに下記旅行会社宛にお申込み下さい。 

旅行会社：株式会社 JTB 東北 法人営業秋田支店（担当者：営業一課 髙橋） 

住 所：〒010-0921 秋田市大町 3 丁目２－５ 

ＴＥＬ：018-862-6193   ＦＡＸ：018-865-5189 
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２１ 監督会議  ７月５日（水） 10：00～10：45 ＣＮＡアリーナ★あきた  会議室 

２２ 競技日程 （１）開会式 

７月５日（水） 11：00～ ＣＮＡアリーナ★あきた メインアリーナ 

（２）競 技 

７月５日（水） 13：00～ ＣＮＡアリーナ★あきた 

13：00～ 秋田県立体育館 

13：00～ 秋田県立武道館 

７月６日（木）  9：30～ ＣＮＡアリーナ★あきた 

9：30～ 秋田県立体育館 

9：30～ 秋田県立武道館 

７月７日（金）  9：30～ ＣＮＡアリーナ★あきた 

9：30～ 秋田県立体育館 

７月８日（土） 10：00～ 準々決勝・準決勝 ＣＮＡアリーナ★あきた 

７月９日（日） 10：00～ 決勝 ＣＮＡアリーナ★あきた 

（３）閉会式 

７月９日（日） 競技終了後 ＣＮＡアリーナ★あきた メインアリーナ 

２３ 備  考 （１）ウェア(上衣)背面中央にはチーム名を容易に判読できる文字で明示すること。 

明示のない選手は失格とする。競技中の色付き着衣については（公財）日本バドミ 

ントン協会審査合格品とする。表示は大会運営規程第２４条によるものとし、参加 

申込書で登録した表示以外のものは認めない。 

①ウェア(上衣)には（公財）日本バドミントン協会大会運営規定第２４条による背番

号表示することが望ましい。 

②文字の色：着衣と明瞭に区別出来るもの。 

（２）①本競技会は日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大

会である。 

②本競技会参加者は、競技会にエントリーした時点で日本アンチ・ドーピング規程に

したがい、ドーピング・コントロール手続きの対象となることに同意したものとみ

なす。 

③２０歳未満の者については、ドーピング検査を含むドーピング・コントロール手続

きに対する親権者からの同意書を、都道府県実業団バドミントン連盟を通じ４月２

４日までに日本実業団バドミントン連盟事務局へ提出しているもののみエントリ

ーできる。なお、同意書は大会ホームページからダウンロードできる。但し、本大

会までに（公財）日本バドミントン協会に同意書を提出済みの選手または前回大会

時に提出済みの選手は提出する必要はない。 

④本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の

種類を問わず）を拒否又は回避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移

動等個人的諸事情によりドーピング検査手続きを完了することができなかった場

合等は、アンチ・ドーピング規則違反となる可能性がある。アンチ・ドーピング規

則違反と判断された場合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき制裁等を受け

ることになるので留意すること。 

⑤日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、（公財）

日本アンチ・ドーピング機構のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org）に

て確認すること。 
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（３）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ありません。 

（４）(公財)日本バドミントン協会環境委員会よりお願い。 

①開催地のゴミの分別収集に協力してください。 

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くだ 

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。 

（５）参加申し込み以外の問い合わせは、下記大会開催地事務局へメールにて行うこと。 

第６７回全日本実業団バドミントン選手権大会 開催地事務局 

メールアドレス：info@spocom.tv  

（７）功労賞表彰 

全日本実業団バドミントン選手権大会に１５回以上出場の団体並びに１０回以上出 

場の監督、コーチ、および選手の表彰を行う（都道府県実業団バドミントン連盟か 

らの申告による）。 

 

 

＜会場所在地＞ 

ＣＮＡアリーナ★あきた   

〒010-0973  秋田市八橋本町六丁目 12-20    018-866-2600 

秋田県立体育館 

〒010-0974  秋田市八橋運動公園 1-12      018-862-3782 

秋田県立武道館 

〒010-1623  秋田市新屋町字砂奴寄 2-2     018-862-6651 

 


