開
１

大 会 名

催

実

施

要

項

令和４年度福岡県高等学校総合体育大会バドミントン選手権大会筑豊ブロック予選会
（兼
（兼

全国高等学校総合体育大会福岡県筑豊ブロック予選会）
全九州高等学校体育大会福岡県筑豊ブロック予選会）

２

主

催

福岡県高等学校体育連盟

福岡県教育委員会

３

後

援

福岡県バドミントン協会

西日本新聞社

４

主

管

福岡県高等学校体育連盟筑豊ブロックバドミントン専門部

５

期

日

※開・閉会式は行いません。
令和４年４月２３日（土） ９時３０分～（団体戦準決勝前まで）

６

会

場

令和４年４月２４日（日）
令和４年４月３０日（土）

９時３０分～（順位決定戦・団体戦決勝まで）
９時３０分～（シングルス決勝まで）

令和４年５月

９時３０分～（ダブルス決勝まで）

１日（日）

４月２３日（土），

２４日（日）

サルビアパーク
（嘉麻市上山田 352 番地）℡ 0948-52-1115

４月３０日（土），５月１日（日）

桂川町総合体育館
（嘉穂郡桂川町大字吉隈 429-26）℡ 0948-65-5145

７

種

目

(1) 学校対抗（男・女）
(2) 個人対抗（男・女）シングルス，ダブルス
８

競技規則

９

競技方法

令和４年度(公財)日本バドミントン協会現行規則にそって行う。

(1) 団体戦（学校対抗）
ア．トーナメント戦方式で行う。
イ．複２組・単３名で行い、試合順序は複１・複２・単１・単２・単３で実施する。
なお、単１出場者以外は、複と単を兼ねて出場することができる。
ウ．１対抗戦は、３ポイント先取とする。
エ．敗者戦を行う。
オ．選手の変更は、監督会議開始までとし、大会本部に申し出ること。
(2) 個人戦（個人対抗）
ア．シングルス，ダブルスを行う。
イ．トーナメント戦方式で行う。
ウ．選手の変更は、いかなる場合も認めない。
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引率・監督について
(1) 引率責任者は、団体の場合は校長が認める当該校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助
教諭、実習助手、常勤講師、部活動指導員（地方公務員法第 22 条の 2 に示された者）又は校長と
する。個人の場合は、校長が認める当該校又は他の学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教
諭、助教諭、実習助手、常勤講師、部活動指導員（地方公務員法第 22 条の 2 に示された者）又は
校長とする。
(2) 監督、コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は、傷害・賠償責任保険（ス
ポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。
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参加資格
(1) 選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する生徒で
あること。
(2) 選手は、本連盟加盟校の生徒で、本開催要項により参加の資格を得た者であること。
(3) 監督・コーチ・選手・マネージャーは、(公財)日本バドミントン協会に令和４年度会員登録を完了
した者であること。
(4) 年齢は、２００３年（平成 15 年）４月２日以降に生まれた者とする。ただし、出場は同一競技３回
までとし、同一学年での出場は１回限りとする。
(5) チームの編成は、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒の混成は認めない。
(6) 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。
(7) 転校・転籍後６ヶ月未満の者の参加は認めない。（外国人留学生もこれに準ずる。）ただし、一家
転住等やむを得ない事由による場合は、バドミントン専門委員会で調査し、高体連会長の承認があ
ればこの限りではない。
(8) 出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校長の承認を必要とする。
(9) その他の事項については、全国高等学校体育連盟・九州高等学校体育連盟大会開催基準要項の参加
資格に準ずる。

(10) 参加資格の特例
ア．上記(1)、(2)に定める生徒以外、(3) ～ (9)の大会参加資格を満たし、かつ本連盟が承認した生
徒については、別途に定める規約に従い大会参加を認める。
イ．上記(4)のただし書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は同一競技
３回限りとする。
ウ．学年の区分が設けてある課程に在籍する生徒の出場は、３学年までとする。
12

参加制限
(1) 学校対抗
ア．各校男女共１チームとする。
イ．チーム編成は、監督１名・コーチ１名・マネージャー１名・選手５名以上７名以下とする。
ウ．選手５名を欠いた場合は、チームとして認めない。
エ．外国人留学生の参加については、学校対抗１チーム編成５～７名のうち２名までとし、一対抗戦
の出場は、その出場人数（１名または２名）に関わらず、１試合とする。
(2) 個人対抗
ア．シングルスは各校男女ともに４名までとする。
イ．ダブルスは各校男女ともに４組までとする。
ウ．外国人留学生の参加については、男女とも、シングルス 1 名・ダブルス 1 組とする。
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参加申込
※高体連の参加申込に記載される生徒個人情報について
利用目的等

・大会競技プログラムまたは福岡県高等学校体育連盟ホームページへの記載
・参加資格の確認（年齢，転校等）

・競技成績については学校名，氏名，成績（記録）のみを公表する。
参加申込書の提出により、申込書記載の生徒の個人情報は、上記利用目的に使用する旨の承諾を得
たものとする。
(1)申込方法
所定の様式により作成し、下記宛にメールで申し込んで下さい。
（※

所定の様式がない場合は、下記アドレスまで連絡して下さい。）

（※

原本は校長印捺印の上、試合当日本部に提出して下さい。）

メールアドレス「shigedou@fku.ed.jp 」
(2) 申込期限
令和４年４月１６日（土） 12:00 まで

期限厳守

（申し込み後、確認の返信をします。返信がない場合は、ご連絡下さい。）
(3)連絡先
〠825-0002

福岡県田川市糒 1900
田川科学技術高等学校
℡
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重藤

義和

宛

0947-44-1041

個人情報及び肖像権について
上記取り扱いにおいては、高体連ＨＰ「個人情報及び肖像権に関わる取扱いについて」に記載のとお
りとする。

15

表

彰

16

取得制限

学校対抗，個人対抗共に３位まで賞状を授与する。
個人対抗シングルス４位、ダブルス８位までが県大会に出場できる。学校対抗は４位ま
でが県大会に出場できる。ただし学校対抗においては，出場校数が 10 校以上の場合は
５校、12 校以上の場合は６校が県大会に出場できる。
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その他

(1) 服装は上下とも白または、(公財)日本バドミントン協会審査合格品とする。

20 ㎝

(2) 選手は、背面に校名の入ったシャツを着用するか、胸部中央に右図の

田川科技

ようなゼッケンを着けること。
(3) 組合せは、専門委員会で行う。

重藤

(4) 参加申込に遅れた場合は、棄権とする。
(5) 出場を辞退する場合でも、申込先宛に連絡をして下さい。
(6) シャトルについては、学校対抗出場校は１ダース負担して下さい。(2 種検定以上)
(7) 競技時間に間に合わない者は、棄権とみなす。
(8) 審判は、原則敗者審判とする。
(9) 会場使用上のマナーを守り、特にゴミについては必ず持ち帰ること。
(10) 監督会議を開会式前（９時００分）に本部席前で行います。
(11) 体育館の入場については、安全面を考慮し顧問の引率のもと入場して下さい。
（体育館玄関前での整列は禁止とします。）

15 ㎝
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新型コロナウイルス感染症に関する対応において
(1) 新型コロナウイルス感染症防止の観点から、施設利用ができない場合は中止または延期とする。
(2) 本大会は無観客試合で実施します。会場に入れるのは大会役員、団体戦・個人戦エントリー選手、
監督、コーチ、マネージャー及び引率教員のみとなります。
(3) 大会参加者及び関係者は、健康状態確認シートを入場時に提出すること。
(4) 大会入場者名簿を作成し、大会初日の入場時に提出すること。
※その他、新型コロナウイルス感染防止対策の詳細につきましては、別紙ガイドラインを熟読し、
選手にも周知して下さい。
※上記事項の詳細につきましては、顧問会議でお伝えします。
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問合せ先

田川科学技術高等学校

重藤

義和

℡

0947-44-1041

個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて

福岡県高等学校体育連盟
令和４年４月１日

福岡県高等学校体育連盟は、大会参加申込書等を通じて取得する個人情報及び肖像権の取り扱いに関して
以下のとおり対応します。

（1） 参加申込書に記載された個人情報の取り扱い
ア 大会プログラムに掲載される。
イ 競技会場内でアナウンス等により紹介されることがある。
ウ 競技会場外の掲示板等に掲載されることがある。
エ 組み合わせ等の内容が大会関連ホームページに掲載されることがある。
オ 氏名・学校名・学年については、報道の正確性を期すため、大会開催前に報道機関に提供する
ことがある。

（2） 競技結果（記録）等の取り扱い
ア 新聞・雑誌及び県高体連等関連ホームページ等で公開されることがある。
イ 大会プログラム掲載の個人情報とともに掲載される。
ウ 新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降のプログラムに掲載されることがある。

(3） 肖像権に関する取り扱い
ア 県高体連及び各競技専門部で認められた報道機関によって撮影された写真が、新聞・雑誌・報告
書及び高体連関連ホームページで公開されることがある。
イ 県高体連及び各競技専門部で認められた報道機関によって撮影された映像が、中継・録画放映及
びインターネットによって配信されることがある。

（4） 対応について
ア 取得した個人情報を前記利用目的以外に使用されることはありません。
イ 参加申込書の提出により、前記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして対応する。
なお、各競技会における取り扱いに伴い、別途、県高体連専門部及び当該中央競技団体等によって
個別に承諾を確認することがある。
ウ 大会役員、競技役員、運営役員、その他各種の委員や補助員等大会関係者及び会場に来られた観客の
皆様につきましては、前記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして対応する。

