
第２８回全国小学生選手権大会出場者強化練習会実施要項 

 

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 令和元年 11 月 30 日（土） 

5. 会 場 井上商店スポーツセンター高鍋町総合体育館 TEL（0983）23-3721 

  同時に行われるダブルスサーキットと一緒に開会式を行います。 

 ・開会式 8:45～ ・練習開始 9:00～ 

6. 参加資格  

第 28 回全国小学生選手権大会出場者。 

7. 練習内容  

全小大会団体戦の監督・コーチによる指導。 

8. 参加料 

１人 １,０００ 円（納入は銀行振込でお願いします） 

9. 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 長友 優裕 (ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏｻﾋﾛ） 

10. 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、「受付完了」の返信が事務局から届いた時点で 

   申込み完了となります。 

   〇申込先：宮崎県小学生バドミントン連盟 事務局 江藤 昭德宛 

 〇申込みアドレス： mba_elementary@yahoo.co.jp 

11. 申込み期間   

令和元年 11 月 5 日（火）~ 11 月 12 日（火） 

12. その他 

・申込み締切後の変更はできません。受付完了後の返金もできませんのでご注意ください。 

・強化練習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。 

13. 問い合わせ先 

宮崎県小学生バドミントン連盟理事長 樋口 百年 

携帯 ０９０－９７９６－９９４５ 

※問い合せは各日２２時までにお願いします。 
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宮﨑県小学生指導者講習会実施要項 

 

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 令和元年 11 月 30 日（土） 

5. 会 場 井上商店スポーツセンター高鍋町総合体育館 TEL（0983）23-3721 

     ・10：00～   大会議室にて開会式・意見交換 

 ・11：00    体育館にて基本（初心者への指導方法） 

・13:00～16:00 体育館にて応用編の指導方法  

6. 参加資格 宮崎県小学生指導者登録済の方。 

7. 講習内容 ヨネックス講師の指導による。（プロフィール別紙） 

8. 参加料 

１人 ５００ 円（納入は銀行振込でお願いします） 

9. 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 長友 優裕 (ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏｻﾋﾛ） 

 

10. 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、「受付完了」の返信が事務局から届いた時点で 

   申込み完了となります。 

   〇申込先：宮崎県小学生バドミントン連盟 事務局 江藤 昭德宛 

 〇申込みアドレス： mba_elementary@yahoo.co.jp 

 

11. 申込み期間  令和元年 11 月 5 日（火）~ 11 月 12 日（火） 

 

12. その他 

・講習会参加者は、ラケット及び体育館んシューズを準備ください。 

・申込み締切後の変更はできません。受付完了後の返金もできませんのでご注意ください。 

・講習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。 

13. 問い合わせ先 

     宮崎県小学生バドミントン連盟理事長 樋口 百年 

携帯 ０９０－９７９６－９９４５ 

※問い合せは各日２２時までにお願いします。 
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選手名

主な経歴

現在

パラバドミントン日本代表チームコーチ

ベスト電器バドミントン部所属

U－１６ナショナルチームコーチ

福岡大学バドミントン部コーチ

プロフィール

ザン　リン

臧　玲

元中国代表ナショナルチーム所属



宮崎県小学生ダブ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  

令和元年 11 月 30 日（土） 

5. 会 場  

井上商店スポーツセンター高鍋町総合体育館 TEL（0983）23-3721 

・代表者会議 8:20～ ・開会式 8:45～ ・競技開始 9:00～ 

 

6. 種目  

・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 

宮崎県小学生バドミントン連盟登録を条件に幼稚園児の参加を認めます。 

 

7. 競技規則  

令和元年度 日本バドミントン協会競技規則に準じて行う。 

 

8. 競技方法 

・本講習会は、ダブルスの競技力向上を目的としたサーキット大会です。 

・各種目とも 21 点 1 ゲームマッチ。  

3～4 組による予選リーグの後、勝者トーナメントを行います。 

（参加数によっては変更となる場合があります） 

 

9. 参加資格   

令和元年度宮崎県小学生バドミントン連盟登録者。 

 

10. 表彰    

各種目 3 位まで 

 



11. 組み合わせ  

主管団体に一任のこと。 

 

12. 参加要領 

参加人数が奇数となる場合のみ、１人／組でのオープン参加を認めます。 

  学年が異なるペアの場合は、高い方の学年以上でエントリーしてください。 

  選手が男女となるペアの場合は、男子の部でエントリーしてください。 

 

13. 参加料 

2 人／組でも 1 人／組（オープン）の場合でも、2,000 円／組を申込み期間内に納入し

てください。 

 

14. 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 長友 優裕 (ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏｻﾋﾛ） 

 

15. 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、「受付完了」の返信が事務局から届いた時点で 

   申込み完了となります。 

   〇申込先：宮崎県小学生バドミントン連盟 事務局 江藤 昭德宛 

 〇申込みアドレス： mba_elementary@yahoo.co.jp 

 

16. 申込み期間   

令和元年 11 月 5 日（火）~ 11 月 12 日（火） 

17. 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。 

 

18. その他 

・申込み締切後の変更はできません。受付完了後の返金もできませんのでご注意ください。 

・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。 

・講習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。 

19. 問い合わせ先 

宮崎県小学生バドミントン連盟理事長 樋口 百年 

携帯 ０９０－９７９６－９９４５ 

※問い合せは各日２２時までにお願いします。 
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