
 

大阪総合バドミントン選手権大会（個人戦） 
 

１ 大 会 名 令和３年度 大阪総合バドミントン選手権大会（個人戦） 

 

２ 主  催 大阪府バドミントン協会 

 

３ 協 賛 ヨネックス株式会社 ミズノ株式会社 株式会社ゴーセン ヒロウン株式会社 
 
４ 期  日 1日目  令和 3年 5月22日(土) (一般男子単ﾍﾞｽﾄ8まで,30･35･40男子単) 

  2日目  令和 3年 5月23日(日) (一般女子単ﾍﾞｽﾄ8まで,30以上～女子単) 

3日目① 令和 3年 5月29日(土) (一般男女単ﾍﾞｽﾄ8～, 一般混合複,30･35以上混合複) 

3日目② 令和 3年 5月29日(土) (45以上～男子単) 

4日目   令和 3年 5月30日(日) (一般男女複ﾍﾞｽﾄ8まで) 

5日目  令和 3年 6月 5日(土) (一般男女複ﾍﾞｽﾄ8～, 40以上～混合複) 

6日目① 令和 3年 6月 6日(日) (30･35･40以上～男女複) 

6日目② 令和 3年 6月 6日(日) (45以上～男女複) 

 

５ 会  場   1･2日目 東大阪市立総合体育館 

             〒577-0804 東大阪市中小阪4-7-60  TEL 06-6726-1995 

  3日目① 大阪市立千島体育館 

     〒551-0003 大阪市大正区千島2-7-93 TEL 06-6553-7800 

3日目② 大阪府立臨海スポーツセンター 

〒592-0006 高石市高師浜丁6-1  TEL 072-268-8351 

4日目  大阪市立千島体育館 

             〒551-0003 大阪市大正区千島2-7-93 TEL 06-6553-7800 

5日目  大阪市立千島体育館 

             〒551-0003 大阪市大正区千島2-7-93 TEL 06-6553-7800 

6日目① 大阪市立千島体育館 

             〒551-0003 大阪市大正区千島2-7-93 TEL 06-6553-7800 

6日目② 大阪府立臨海スポーツセンター 

〒592-0006 高石市高師浜丁6-1  TEL 072-268-8351 

 

６ 種  目 一般男子   単・複 一般女子   単・複 一般混合複 

  30歳以上男子 単・複 30歳以上女子 単・複 30歳以上混合複 

  35歳以上男子 単・複 35歳以上女子 単・複 35歳以上混合複 

  40歳以上男子 単・複 40歳以上女子 単・複 40歳以上混合複 

  45歳以上男子 単・複 45歳以上女子 単・複 45歳以上混合複 

  50歳以上男子 単・複 50歳以上女子 単・複 50歳以上混合複 

  55歳以上男子 単・複 55歳以上女子 単・複 55歳以上混合複 

  60歳以上男子 単・複 60歳以上女子 単・複 60歳以上混合複 

  65歳以上男子 単・複 65歳以上女子 単・複 65歳以上混合複 

  70歳以上男子 単・複 70歳以上女子 単・複 70歳以上混合複 

75歳以上男子 単・複 75歳以上女子 単・複 75歳以上混合複 

 

※上記年齢は令和 3年4月1日現在のものとします。 

申込数が 3組 ( 3人 ) に満たない種目は行いません。 

 

７ 競 技 規 則 令和３年度(公財)日本バドミントン協会の競技規則・大会運営規程および公認審判員規程による。 

 但し、(公財)日本バドミントン協会｢新型コロナウイルス感染症対策に伴うバドミントン活動ガイ

ドライン｣により、追加の措置を行うこともある。 

競技中の服装は、大会運営規程第23条・第24条によります。 

なお、出場希望者は、申し込みのチーム名と背面表示を同一表記とする。 

 



８ 競 技 方 法 個人戦とし、各種目別トーナメント戦方式により優勝を決定します。( 3位決定戦は行わない ) 

但し、申込数が 3組 ( 3人 ) の場合は、リーグ戦方式とします。 

 

９ 参 加 資 格  大阪府バドミントン協会を通じ、令和３年度（公財）日本バドミントン協会に会員登録を完了して

いる者とします。 

 

１０ 出 場 制 限 (1) 一般男子には下記の制限を行い、年齢別には出場制限を行う場合がある。 

  実業団 単20複16 社会人 単20複16 大学生 単30複24 

教職員 単4複2  高校生 単20複10 中学生 単4複2 一般男女単･複(64) 

  

(2) 選手は二種目以内とし、単と混合複は兼ねて出場できません。 

 

１１ 参 加 料 各種目とも一人一種目 3,500円（複は一組 7,000円） 

但し、高校生は一人一種目 2,500円（複は一組 5,000円） 

中学生は一人一種目 1,500円（複は一組 3,000円）各連盟より一括郵便振込 

 

１２ 申 込 期 日 令和３年４月１８日（日）までに必着とします。 

 

１３ 申 込 方 法 大阪府協会のホームページから所定の申込用紙をダウンロードし、各連盟毎に記入の上、大阪府協

会事務局までメールで申し込むこと（連盟印は不要）。個人での申し込みは受け付けない。 

 

二種目に出場する選手は、備考欄に出場種目を記載すること。また、年代別に出場される方で不成

立になった場合は、原則申込みより確認のうえ若い年代の部に編入して試合を行うものとします。

例えば70歳以上の部が成立しない場合は65歳以上の部に入るものとします。 

｢審判員資格｣欄に下記資格のコードを記入すること。ただし、各連盟確認の上申し込むこと。 

【1:1級, 2:2級, 3:3級, 4:準3級, 0:なし】 

 

１４ 組 合 せ 大阪府バドミントン協会に一任とします。 

 

１５ 表  彰 各種目とも優勝者には盾を、また第3位まで賞状を授与します。 

 

１６ 問い合わせおよび申込先 

〒574-0046 大東市赤井３－５－５ 第２池田ビル２Ａ 

大阪府バドミントン協会 事務局 立花 良明 

TEL 072-806-8558   FAX 072-800-8546 

E-mail  osaka-bad@post.sannet.ne.jp 

※個人での問い合わせは受け付けませんので、所属する連盟を通して問い合わせください。 

 

１７ 払 込 方 法 郵便振替 口座番号 ００９９０－５－４８３２１ 

加入者名 大阪府バドミントン協会 

 

１８ そ の 他 (1) 新型コロナウイルス感染症防止対策により、(公財)日本バドミントン協会ガイドラインに基づ

き運営します。｢大会実施に関する注意確認事項｣については、大会HPに掲載します。 

また、選手だけでなくチームスタッフ、大会スタッフは直前14日間の｢健康チェックシート｣

を提出してください。(用紙は、大会HPより準備し記入してください。) 

(2) 競技中の負傷等については、大会本部は責任を負いません。ただし、大会保険には加入してい

ます。各自で救急用具、保険証は必ず準備しておいて下さい。 

(3) 上部団体主催の大会出場予定者で、上部団体主催の大会あるいは合宿に参加される選手は、代

表者が証明書を各連盟経由で大会事務局宛に提出すること。上部団体主催の大会に推薦します。 

 ただし、参加申し込みはしてください。 

(4) 本大会は近畿総合選手権大会の予選を兼ねるものとします。したがって出場希望者は、本大会

に出場すること。 

＊近畿総合選手権大会と同一種目に出場すること。 

＊出場制限枠のある種目については、本大会の成績順位により出場資格を決定します。 

＊一般男女の結果は原則として、単ベスト８、複ベスト４に入賞した選手（中学生も含む）よ



り大阪府代表として選抜します。ただし、出場制限枠以下の場合、上位成績選手より推薦す

る場合があります。 

＊混合複についても、本大会に出場した組を優先するが出場希望組数が、出場制限枠以下の場

合、他の種目の上位成績選手より推薦する場合があります。 

(5) 本大会は近畿総合選手権大会(シニアの部)の予選を兼ねるものとします。したがって、出場希

望者は、本大会に出場すること。 

＊年齢別種目の結果は原則として、ベスト８に入賞した選手より選抜する。ただし、出場制限

枠以下の場合、上位成績選手より推薦する場合があります。 

＊混合複についても、本大会に出場した組を優先するが出場希望組数が、出場制限枠以下の場

合、他の種目の上位成績選手より推薦する場合があります。 

(6) 本大会は全日本社会人選手権大会、全日本シニア選手権大会の予選を兼ねるものとします。 

したがって、出場希望者は、本大会に出場してください。ただし、上記大会に推薦枠があれ

ば出場していなくても出場希望者は推薦します。 

＊年齢別種目の結果は原則として、ベスト８に入賞した選手より選抜する。ただし、出場制限

枠以下の場合、上位成績選手より推薦する場合があります。 

＊混合複についても、本大会に出場した組を優先するが出場希望組数が、出場制限枠以下の場

合、他の種目の上位成績選手より推薦する場合があります。 

(7) 年齢別種目の結果はマスターズの関連大会への推薦の参考とします。 

＊原則として、ベスト８に入賞した選手より選抜します。ただし、出場制限枠以下の場合、上

位成績選手より推薦する場合があります。 

(8) 全日本社会人大会、全日本シニア大会、近畿総合大会および近畿シニア大会に出場予定の方は、

公認審判員有資格が必須条件となっていますので、本大会申込期日までに公認審判員資格を取

得してください。無資格者については上記大会に推薦を見合わせます。なお上記大会に出場を

希望しない方はこの限りでありません。 

  (9) 体育館内には、ゴミ箱が設置されていないので、各自が必ず持ち帰ってください。 

(10) 体育館の駐車場は台数に限りがあるので、公共機関を利用してください。 

 

 

                     以上 


