
令和４年６月１2日 

県内小学生団体（クラブ）関係者 各位 

宮崎県小学生バドミントン連盟 

理事長 白坂 武伸  

 

第23回全国ＡＢＣ大会県予選会及び新人戦大会について 

 

１．８：００開館を予定しております。 

  ※県小連理事・設営担当は準備のため先に入館します。（選手は入れません） 

  ※入口付近で密にならないように注意して下さい。 

2．８：１０より「代表者会議」を会議室にて行います。 

時間になりましたら各チーム１名「施設利用者名簿」をご持参の上、ご参加ください 

３．８：３０（代表者会議終了後）より「ルール改正説明会」を行います。 

審判部より、九州大会・全国大会の参加者に対しルール改正の周知が有りますので、コーチ席に着く代表 

者１名の参加をお願いします。※添付資料をご確認下さい。 

４．組合せ・タイムテーブル・各種割り当て等については、別に掲載しています。 

  (掲載内容） 

 ●各種割り当て（運営コート／観客席／練習コート） 

 ●代表者会議資料（競技場の注意／利用者名簿／新型コロナ感染防止について） 

 ●大会プログラム（組合せ／タイムテーブル） 

５．各チーム、コロナウイルス感染症防止対策を行い、大会に参加してください。尚、掲載している施設利用

者名簿に記載し、代表者会議にてご提出ください。 

６．コロナウイルス感染拡大対策として、開会式及び閉会式は行いません。表彰式は該当選手のみフロアで

行います。準備が出来次第、案内致します。 

７．弁当ガラはチーム名を記入し、業者と相談して確実に処理をお願いします。業者が持ち帰らない場は、 

各チームが必ず持ち帰ってください。 

８．ダイハツから「アスリートフード」の配布があります。各自、保管用のクーラ―バッグを持参ください 

 

※掲載内容に関する問い合わせは、大会前日までにお願いします。 

 

【大会関係の問い合わせ】    

宮崎県小学生バドミントン連盟 

理事長 白坂 武伸（090-8664-92427） 

＊問い合わせは、２２時までにお願いします。 



｢第2３回全国小学生ＡＢＣ大会宮崎県予選会及び新人戦｣代表者会議資料  

 
日時 :６月１９日（日）８：１０～  

会場 :大会議室  

１．あいさつ 

２．棄権等の確認 

３．連絡・確認事項 

（１）コート運営について※別紙参照 

（２）得点等について 

①以下のゲームは１５点３ゲームマッチ（２１点までの延長ゲーム有）にて実施 

・Ａグループ（5・6年生の部）とＢグループ（3・4年生の部）のベスト８決定まで 

・Cグループ（1・2年生の部）と新人の部全試合 

★8点到達時は給水のみとし、ゲーム間（120秒）のインターバルを認める（コーチング可） 

ファイナルゲームは８点でチェンジエンズ（給水のみ） 

  ②Ａグループ（5・6年生の部）Ｂグループ（3・4年生の部）の準々決勝以降は、２１点３ゲームマッ

チ（最大３０点までの延長ゲーム有） 

★11点到達時（60秒）とゲーム間（120秒）のインターバルを認める。ファイナルゲームは１１点

でチェンジエンズ※いずれのタイミングでもコーチング可 

（３）コーチ席について  

 ・コーチ席には、選手1名に対し1名の着席を認める 

・｢平成30年6月10日付文書」の服装を順守し、県小連の発行する「Ｒ４年度指導者登録証」を

首に掛けて提示する事 

（４）試合のコール等について  

   ・試合コートは流し込み方式とするため、コールに注意する事 

   ・次の試合の選手は、競技フロアの四隅で待機する事 

   ・審判、及びコーチは、コール後に観客席等から該当コートへの移動する事 

（５）開会式及び閉会式・表彰について  

   ・フロアに集まっての開会式及び閉会式は行わない 

   ・表彰者のみフロアにて表彰式、撮影を行う 

（６）その他 

・サービスチェンジ時に、シャトルの手渡しは避ける事 

・コートサイドには、選手が使用するカゴを設置しないため、各自でバッグを持参し荷物を収納 

する事（飲み物を含む） 

・試合後の見回りをお願いします。  男女トイレ（B・step）、ロビー周辺（ホットケーキ）、観覧席 

（フレームクラブ）  終わりましたら、本部へのご報告をお願いします。  

・各チームで、熱中症対策及びコロナ感染症対策を行い参加する事 

・試合終了後は、観戦や応援をせずに速やかに体育館を出る事。但し、運営担当者、見回り担当

者については例外とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

新型コロナウイルス感染防止について  

 

宮崎県小学生バドミントン連盟  

 

下記の通り、新型コロナウイルス感染防止にご協力願います。  

 

【注意】別紙の体育館利用者情報に参加者を全員記載の上、代表者会議時にご提出ください。  

 

①  入場制限について 

・選手、指導者、役員、運営担当者以外の入場は控えてください。  

・体調不良の方、身近に感染の疑いがある方は、来場を控えてください。 

・参加者全員のマスクを持参して着用ください！（コート内試合時は除く） 

・下駄箱の利用を禁止します（各自ビニール袋で自己管理等を行う）。 

 

②  体育館の出入りについて  

・入退館時は、手指消毒をお願いします。  

 

③  観客席の利用方法について  

・観客席は、隣席の間を空けて着席ください。  

・最前列の応援席は設けませんので各チームで利用願います。  

・応援時は自チームの席から移動せず拍手のみで大声を出さないでください。 

 

④  手指消毒液について 

・会場設営時と片付け時は、開始前後に消毒してください。  

・各コートに手指消毒液を設置しますので試合前と終了後に消毒してください※主審が行う 

・皮膚が弱い等の理由で使用出来ない方は各自対策準備願います。  

 

⑤  換気について 

・２階観客席の窓は常に開放します。※試合に影響が出る場合は行いません。 

・試合進行状況を見ながら９０分に１回換気を行います。※雨天時は行わない場合があります。  

 

⑥ コールは必要最小限とする。  

・点数はコールしない「プレイ」「レット」「ゲーム」等のみで行う。  

  ⇒線審は、指定の合図を行い、コールをしない。 

 

⑦ その他留意事項  

 ・更衣室では、着替えのみとしシャワー・ロッカーは使用しない  

  ・汗をコート内やコートサイドに投げない 

  ・シューズの裏を手で拭かない。 

 ・意識的に試合中の声出しはしない  

  ・プレーヤー同士やコーチとハイタッチ等の接触を行わない 

  ・コーチングは一定の距離を保ち、必要最小限に短時間で行う  

  ・ゴミは全て持ち帰り自宅で処分する  

  ・自身の試合・役割（審判、表彰等、見回り等）が終了したら、観戦や応援をせず、速やかに帰宅する 

  

 

 

 

 

 



 

 

利用者名簿   【団体名：              】 
       

《施設名》 井上商店スポーツセンター高鍋町総合体育館 

【
代
表
者
】 

利用日   年   月   日 利用開始 時    分 

氏名   電話番号 －     － 

住所   

【参加者名簿】 

Ｎｏ． 氏名 Ｎｏ． 氏名 

1 （※例）  運動 太郎    （ 発熱／症状なし 

☑） 

16 
      （ 発熱／症状なし □） 

2 
 （ 発熱／症状なし □） 

17 
 （ 発熱／症状なし □） 

3 
 （ 発熱／症状なし □） 

18 
 （ 発熱／症状なし □） 

4 
 （ 発熱／症状なし □） 

19 
 （ 発熱／症状なし □） 

5 
 （ 発熱／症状なし □） 

20 
 （ 発熱／症状なし □） 

6 
 （ 発熱／症状なし □） 

21 
 （ 発熱／症状なし □） 

7 
 （ 発熱／症状なし □） 

22 
 （ 発熱／症状なし □） 

8 
 （ 発熱／症状なし □） 

23 
 （ 発熱／症状なし □） 

9 
 （ 発熱／症状なし □） 

24 
 （ 発熱／症状なし □） 

10 
 （ 発熱／症状なし □） 

25 
 （ 発熱／症状なし □） 

11 
 （ 発熱／症状なし □） 

26 
 （ 発熱／症状なし □） 

12 
 （ 発熱／症状なし □） 

27 
 （ 発熱／症状なし □） 

13 
 （ 発熱／症状なし □） 

28 
 （ 発熱／症状なし □） 

14 
 （ 発熱／症状なし □） 

29 
 （ 発熱／症状なし □） 

15 
 （ 発熱／症状なし □） 

30 
 （ 発熱／症状なし □） 

※太枠内をご記入ください。   

※「参加者」には、見学者や付き添い者（子ども等）も含みます。   

※代表者は、ここに記入された参加者と連絡が取れるようにしておいてください。   

※記入いただいた情報は、本施設にて新型コロナウィルス感染が発生した場合のみ使用することとし、  

それ以外の目的では使用いたしません。   



プレーヤー、コーチの服装、コーチの七分丈の長ズボンについて 

（令和 4年 5月 18日） 

 

公認審判員規程第５条 

第 12項 コートの外からのアドバイス 

⑻コーチは、マッチ（試合）にふさわしい服装で臨むこと。 

例えば、チームユニフォーム、シャツ、ポロシャツ、ブラウス、長ズボンまたはスカ

ートとし、ジーンズやビーチサンダル、バミューダ、ショーツ、スリッパ、サンダル

は禁止とする。その適否判断は大会レフェリー（競技役員長）に委ねるものとする。 

⑼この第 12項でいうコーチとは、コーチ、監督、その他大会参加者（チームのその他の

選手）など、マッチ（試合）中に、コート競技区域内にあるコーチ席に座る可能性の

ある者を指す。 

 

 

令和 5・6・7年度資格審査認定委員(更新の為の)講習会において 

 

大会運営規程第 24条 

「対象がプレーヤーまたはコーチ」となった。 

 

プレーヤーはマッチにふさわしい服装（審査合格品） 

 

コーチはコーチにふさわしい服装であり、プレーヤーにふさわしい服装ではない。 

よって、審査合格品ならよいとはならない。  

七分丈の長ズボンはレフェリーの判断、しかし、七分丈のバミューダやショートパンツは

認められない。 

 

Ｔシャツについて 

その大会の記念Ｔシャツ（半袖・長袖）は着用可。 

チーム作成で揃いのＴシャツ（半袖・長袖）着用可 

 

 


