
宮崎市バドミントン協会 競技運営規程（抜粋）

（目的）

・この規程は、宮崎市バドミントン協会「会則」第３条第２項でいう大会等の運営に関する必

要な事項を定めることを目的とする。

（対象とする大会等）

・この規程の適用対象となる大会等は、別表１に掲げる宮崎市バドミントン協会が主催する

１２大会及び主管又は受託する２大会の計１４大会とする。

（大会役員）

・大会役員は、宮崎市バドミントン協会の常務理事をもって組織する。

・大会役員は、特に必要な場合は、参加選手に補助員を要請することができる。

（参加資格）

・大会等の参加資格は、下記のとおりとする。

（１）宮崎市バドミントン協会の会員登録を行った者であること。

（２）別表２に掲げる大会別に定める参加資格を有すること。

・原則として前項のとおりとするが、特に必要な場合は、各大会の要項に明示する。

（参加料）

・参加料は、別表３に掲げる大会別に定める金額とする。

・原則として前項のとおりとするが、特に必要な場合は、各大会の要項に明示する。

（競技規則）

・原則として当該年度の（財）日本バドミントン協会競技規則に準ずるものとするが必要な場

合は、各大会の要項での明示若しくは、開会式時での口頭説明を行う。

（審判）

・審判に関する用務は、参加者の負担とし、必要な場合は、各大会の要項での明示若しくは、

開会式時での口頭説明を大会役員が行う。

（シャトル）

・試合球は、大会役員が定める規格の水鳥球とする。

・原則として前項のとおりとするが、特に必要な場合は、各大会の要項に明示する。

（試合時間）

・試合時間は、９：００～１７：００とし、これを、念頭において、タイムテーブルを作成す

る。



・原則として前項のとおりとするが、参加人数等により調整が必要な場合は、開会式時での口

頭説明を大会役員が行う。

（競技種目）

・競技種目は、各大会の要項に明示する。

・前項の競技種目における（クラス分けを含む）参加制限は、別表４のとおりとする。

・前項のクラス分けにおける参加制限は、シングルスとダブルスを区分して考慮する。

・参加数が３人（ダブルス、団体戦３チーム）に満たない種目は、中止する。

・原則２項から４項のとおりとするが、これらの項に反することを競技役員が特別に認めた場

合や参加制限に不明確な点があった場合は、各大会の要項に明示若しくは開会式時での口頭説

明を行う。

（競技方法）

・競技方法は、各種目とも、予選リーグ戦及び決勝トーナメント戦とする。

・原則として前項のとおりとするが、参加人数等により調整が必要な場合は、各大会の要項に

明示若しくは開会式時での口頭説明を大会役員が行う。

（組合せ）

・組合せ、シード選定は、過去の各大会戦績等を参考に総合的に判断し、競技役員が決定する。

・原則として前項のとおりとするが、参加人数等により調整が必要な場合は、各大会の要項に

明示若しくは開会式時での口頭説明を大会役員が行う。

（表彰及び副賞）

・表彰及び副賞は、別表５のとおりとする。

・原則として前項のとおりとするが、参加人数等により調整が必要な場合は、各大会の要項に

明示若しくは開会式時での口頭説明を競技役員が行う。



別表１

別表２

※社会人・・・乳幼児・学生以外の全ての人

※専門学校生は、大学生と同等。

ＮＯ 大会名 予定開催時期 備考

１ 宮崎市春季クラス別バドミントン大会 ５月上旬・日曜日 主催

２ 宮崎市混合ダブルスバドミントン大会 ６月中旬・日曜日 主催

３ 宮崎市春季初心者バドミントン大会 ６月中旬・日曜日 主催

４ 宮崎市夏季クラス別バドミントン大会 ７月上旬・日曜日 主催

５
宮崎市ＢＣＤクラス別バドミントン大会 （小学生の部） ８月下旬・土曜日 主催

宮崎市ＢＣＤクラス別バドミントン大会 （一般の部） ８月下旬・日曜日 主催

６ 宮崎市総合バドミントン選手権大会 ９月上旬・日曜日 主催

７ 宮崎市シニアバドミントン大会 １１月上旬・日曜日 主催

８ 宮崎市秋季初心者バドミントン大会 １１月上旬・日曜日 主催

９ 宮崎市小学生バドミントン大会 １月下旬・土曜日 主催

１０ 宮崎市冬季団体バドミントン大会 １２月中旬・日曜日 主催

１１ 宮崎市レディースバドミントン大会 ３月上旬 主催

１２ 宮崎市中学１年生バドミントン大会 ２月中旬・土曜日 主催

１３ みやざき県民総合スポーツ祭宮崎市選手選考会 ４月上旬・日曜日 主管

１４

宮崎市民体育大会（小学生の部） １０月上旬・土曜日

受託宮崎市民体育大会（一般の部） １０月上旬・日曜日

宮崎市民体育大会（中学生の部） １１月中旬・土曜日

ＮＯ 大会名 参加資格

１ 宮崎市春季クラス別バドミントン大会 社会人・中学生・高校生・大学生

２ 宮崎市混合ダブルスバドミントン大会 社会人・大学生

３ 宮崎市春季初心者バドミントン大会 Ｄクラス以下の社会人・大学生

４ 宮崎市夏季クラス別バドミントン大会 社会人・中学生・高校生・大学生

５

宮崎市ＢＣＤクラス別バドミントン大会

（小学生の部）

ＪＰ５及びジュニアアスリート事業に選抜さ

れていない小学生（但し緩和措置等の詳

細については、大会要項に記載する）

宮崎市ＢＣＤクラス別バドミントン大会

（一般の部）

Ｂクラス以下の社会人・大学生

ＪＰ５及びｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄ事業選抜選手

６ 宮崎市総合バドミントン選手権大会 会員登録のみ

７ 宮崎市シニアバドミントン大会 ４０歳以上の社会人

８ 宮崎市秋季初心者バドミントン大会 Ｄクラス以下の社会人・大学生

９ 宮崎市小学生バドミントン大会 宮崎市内の小学校、幼児施設の児童

１０ 宮崎市冬季団体バドミントン大会 社会人・大学生

１１ 宮崎市レディースバドミントン大会 女性社会人

１２ 宮崎市中学１年生バドミントン大会 宮崎地区の中学校の 1年生徒

１３
みやざき県民総合スポーツ祭

宮崎市選手選考会

宮崎市在住の

社会人・大学生

１４

宮崎市民体育大会（小学生の部） 小学生

宮崎市民体育大会（一般の部） 社会人・大学生

宮崎市民体育大会（中学生の部） 宮崎地区の中学校の生徒



別表３

別表４

ＮＯ 大会名 参加料

１ 宮崎市春季クラス別バドミントン大会 1人１種目につき１０００円
２ 宮崎市混合ダブルスバドミントン大会 1人１種目につき１０００円
３ 宮崎市春季初心者バドミントン大会 1人１種目につき１０００円
４ 宮崎市夏季クラス別バドミントン大会 1人１種目につき１０００円

５

宮崎市ＢＣＤクラス別バドミントン大会

（小学生の部）

1人１種目につき５００円

宮崎市ＢＣＤクラス別バドミントン大会

（一般の部）

1人１種目につき１０００円

６ 宮崎市総合バドミントン選手権大会 1人１種目につき１０００円
７ 宮崎市シニアバドミントン大会 1人１種目につき１０００円
８ 宮崎市秋季初心者バドミントン大会 1人１種目につき１０００円
９ 宮崎市小学生バドミントン大会 1人１種目につき５００円
１０ 宮崎市冬季団体バドミントン大会 1団体１種目につき６０００円
１１ 宮崎市レディースバドミントン大会 1人１種目につき１０００円
１２ 宮崎市中学１年生バドミントン大会 1人１種目につき８００円

１３
みやざき県民総合スポーツ祭

宮崎市選手選考会
1人１種目につき１０００円

１４

宮崎市民体育大会（小学生の部） 1人１種目につき５００円
宮崎市民体育大会（一般の部） 1人１種目につき１０００円
宮崎市民体育大会（中学生の部） 1人１種目につき８００円

項目 適用される大会

種

目

ク

ラ

ス

分

け

へ

の

参

加

制

限

説

明

①女子の部に男子は、出場できない。 全大会

②個人戦の男子の部に女子は、クラスを１ランクまで下げて出

場できる。（例：Ｂクラスの女子は、男子のＡ～Ｃクラスに出場

可能だがＤクラス出場不可）

別表３のＮＯ１，４，

５，１４

③団体戦の男子ダブルスには、女子ダブルスでも混合ダブル

スでも出場可。混合ダブルスには女子ダブルスでも出場可。

別表３のＮＯ１０

④各クラスの優勝者は、次の大会から次年度の同一大会まで

は１ランク上以上のクラスにしか出場できない。（例：今年度の

春季クラス別大会Ｃクラスで優勝すれば、次年度の春季クラス

別大会まではＡ～Ｂクラスにしか出場できない）

別表３のＮＯ１，２，

４，５，１４

⑤（項目④に優先して）

・優勝した時のそのクラスの参加者が８人（ダブルスの場合８

組）以下ならば、項目④は適用されない。

・大会開催時に５０歳以上の者は、Ａクラスには出場せずともよ

い。

・大会開催時に６０歳以上の者は、Ｂクラス以上には出場せず

ともよい。

別表３のＮＯ１，２，

４，５，１４

⑥高校生の経験年数３年以上の者は、Ｂクラス以上のクラスに

しか出場できない。（中学生は、参加者の良識にまかせる）

別表３のＮＯ１，４



別表５

※決勝トーナメントによる場合は、３位＝ベスト４

ＮＯ 大会名 表彰 副賞

１ 宮崎市春季クラス別バドミントン大会
各ｸﾗｽ２位まで

（賞状）

各ｸﾗｽ１位のみ

（粗品）

２ 宮崎市混合ダブルスバドミントン大会
各ｸﾗｽ２位まで

（賞状）

各ｸﾗｽ１位のみ

（粗品）

３ 宮崎市春季初心者バドミントン大会 ２位まで（賞状） １位のみ（粗品）

４ 宮崎市夏季クラス別バドミントン大会
各ｸﾗｽ２位まで

（賞状）

各ｸﾗｽ１位のみ

（粗品）

５

宮崎市ＢＣＤクラス別バドミントン大会

（小学生の部）

各種目３位まで

（賞状）

各種目３位まで

（メダル）

宮崎市ＢＣＤクラス別バドミントン大会

（一般の部）

各ｸﾗｽ２位まで

（賞状）

各ｸﾗｽ１位のみ

（粗品）

６ 宮崎市総合バドミントン選手権大会
各ｸﾗｽ２位まで

（賞状）

各種目２位まで

（メダル）

７ 宮崎市シニアバドミントン大会
各ｸﾗｽ２位まで

（賞状）

各ｸﾗｽ１位のみ

（粗品）

８ 宮崎市秋季初心者バドミントン大会 ２位まで（賞状） １位のみ（粗品）

９ 宮崎市小学生バドミントン大会
各種目３位まで

（賞状）

各種目３位まで

（メダル）

１０ 宮崎市冬季団体バドミントン大会
各ｸﾗｽ２位まで

（賞状）

各ｸﾗｽ１位のみ

（粗品）

１１ 宮崎市レディースバドミントン大会
各ｸﾗｽ２位まで

（賞状）

各ｸﾗｽ１位のみ

（粗品）

１２ 宮崎市中学１年生バドミントン大会
各種目３位まで

（賞状）

各種目３位まで

（メダル）

１３
みやざき県民総合スポーツ祭

宮崎市選手選考会
無し 無し

１４

宮崎市民体育大会（小学生の部）
各種目３位まで

（賞状）

各種目３位まで

（メダル）

宮崎市民体育大会（一般の部）
各ｸﾗｽ２位まで

（賞状）

各ｸﾗｽ１位のみ

（粗品）

宮崎市民体育大会（中学生の部）
各種目３位まで

（賞状）

各種目３位まで

（メダル）


