
第 24 回全国小学生バドミントン選手権大会 

都道府県対抗戦宮崎県選考会（ダブルス選考会）要項 

 

1. 主催 宮崎県バドミントン協会（http://miyazaki-badminton.com） 

2. 主管 宮崎県小学生バドミントン連盟 

3. 協賛 ヨネックス株式会社 

4. 日時 平成 27 年 11 月 1 日（日） 

会場 高鍋町総合体育館 TEL（0983）23-3721 

・開場 8:30  ・公式練習、代表者会議 8:40～ ・開会式 9:10～ ・競技開始 9:30～ 

5. 種目 男子の部 女子の部 ダブルスによる選考会 

同時に行われるシングルスサーキットへの重複参加はできない 

6. 競技規則 平成 27 年度日本バドミントン協会競技規則に準じて行います。 

7. 競技方法 原則として各種目トーナメント形式で行い、3 位決定戦を行う。また試合は原    

則として 21 点 3 ゲームマッチとする。 

8. 参加資格  

・宮崎県在住の小学生で宮崎県バドミントン協会に登録を完了した者。 

 ・第 31 回宮崎県小学生バドミントン選手権大会（九州大会予選）の単において 

      6 年生：ベスト 16 以内 5 年生：ベスト 8 以内 4 年生：ベスト 4 以内の選手。 

      複においては、 

6 年生：ベスト 8 以内 5 年生：ベスト 4 以内 4 年生：ベスト 2 以内の選手。 

     ・ダブルスにおいて、上記参加資格を有するものであれば、登録クラブに関係なく

ペアを組める。ただし、連盟はクラブ紹介やパートナー紹介は行なわない。各ク

ラブの指導者で話し合いのこと。 

9. 表彰 各種目 3 位まで 

10. 選手選考、監督・コーチ選考 

・男女ともダブルス選考会 1 位を宮崎県代表に選出する。 

・また、補欠は上記以外の者で全国大会個人戦の部で参加資格を得た者を優先に監督 

推薦により決める。 

    ・県代表に選出された選手は 11/21（土）～11/23（月）に熊本県八代市で開催され

る九州連盟主催の強化合宿に必ず参加すること。 

    ・県代表に選出された選手は 12/23(水)～12/27（日）に福岡県北九州市で開催される 

第 24 回全国小学生バドミントン選手権大会都道府県対抗の部に必ず出場のこと。 

尚、当日の選手起用は監督に一任とする。 

    ・選考会終了後に、宮崎県チームの監督・コーチを小学生連盟にて決定する。 

10. 組み合わせ  主管団体に一任のこと。 

11. 参加料 1 人 1 種目 1,000 円（申込み期間内に納入ください。） 

http://miyazaki-badminton.com/


12. 振込先 宮崎銀行 西都支店 普通 98970 

    宮崎県小学生バドミントン連盟 田原順子（ﾀﾊﾞﾙｼﾞｭﾝｺ） 

 

13. 申込み 下記のアドレスに必要事項を入力の上、メールにて申込み期間内に 

    お申込みください。メール送信後、「申込受理」の返信が届いた時点で 

    申込み完了となります。 

    宮崎県小学生バドミントン連盟 事務局 

      申込みアドレス mba_elementary@yahoo.co.jp 

14. 申込み期間 

    平成 27 年 10 月 9 日（金）~ 10 月 16 日（金） 

15. シャトル  

ヨネックス F-80（ニューオフィシャル）を使用する。 

16. その他 

・本選考会の組み合わせ及び試合結果のホームページへの掲載は行わない。 

・参加に際しては指導者または保護者の引率を原則とする。 

・選考会中の事故やケガについて、主催者・主管団体では責任を負わない。 

 スポーツ傷害保険等の加入をお願いします。 

17. 問い合わせ先 

   宮崎県小学生バドミントン連盟理事長 富山 育学 

   TEL 090-5933-3144 

   各日 23 時までにお願いします。 

 

mailto:mba_elementary@yahoo.co.jp


宮崎県小学生シングルスサーキット講習会要項 

 

1. 主催 宮崎県バドミントン協会（http://miyazaki-badminton.com） 

2. 主管 宮崎県小学生バドミントン連盟 

3. 協賛 ヨネックス株式会社 

4. 日時 平成 27 年 11 月 1 日（日） 

会場 高鍋町総合体育館 TEL（0983）23-3721 

・開場 8:30  ・公式練習、代表者会議 8:40～ ・開会式 9:10～ ・競技開始 9:30～ 

5. 種目 シングルスのサーキット講習会 

・3 年生以下男子    ・3 年生以下女子 

・4 年生以下男子    ・4 年生以下女子 

・5 年生以下男子    ・5 年生以下女子 

・6 年生以下男子    ・6 年生以下女子  以上 8 種目 

男女 3 年生以下の部には宮崎県協会登録を条件に幼稚園児の参加を認める。 

同時に行われる全小団体戦選考会への重複参加はできない。 

6. 競技規則 平成 27 年度日本バドミントン協会競技規則に準じて行う。 

7. 競技方法 

・本講習会はシングルスの競技力向上を目的としたリーグ戦形式 

学年別男女別によるサーキット大会 

・各種目とも 3~4 組による予選リーグの後、勝者トーナメントを行なう。 

・試合は原則として 21 点 1 ゲームマッチで進めるが、参加人数、進行状況により 

変更となる場合もありうる。 

7. 参加資格  都道府県対抗団体戦選考会に参加資格のない者もしくは参加しない者。 

8. 表彰    各種目 3 位まで 

9. 組み合わせ 主管団体に一任のこと。 

10. 参加料   1 人 1 種目 1,000 円を申込み期間内に納入ください。 

11. 振込先   宮崎銀行 西都支店 普通 98970 

      宮崎県小学生バドミントン連盟 田原順子（ﾀﾊﾞﾙｼﾞｭﾝｺ） 

12. 申込み   下記のアドレスに必要事項を入力の上、メールにて申込み期間内に 

      お申込みください。メール送信後、「申込受理」の返信が届いた時点で 

      申込み完了となります。 

      宮崎県小学生バドミントン連盟 事務局 

          申込みアドレス mba_elementary@yahoo.co.jp 

13. 申込み期間 平成 27 年 10 月 9 日（金）~ 10 月 16 日（金） 

14. シャトル  ヨネックス F-80（ニューオフィシャル）を使用する。 

 

http://miyazaki-badminton.com/
mailto:mba_elementary@yahoo.co.jp


15. その他 

・本サーキットの組み合わせ及び試合結果のホームページへの掲載は行わない。 

・参加に際しては指導者または保護者の引率を原則とする。 

・選考会中の事故やケガについて、主催者・主管団体では責任を負わない。 

 スポーツ傷害保険等の加入をお願いします。 

16. 問い合わせ先 

       宮崎県小学生バドミントン連盟理事長 富山 育学 

       TEL 090-5933-3144 

       各日 23 時までにお願いします。 

 


