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第７３回宮城県バドミントン選手権大会 

兼 第７０回宮城県高校総体バドミントン競技一次予選会 

兼 第２２回ダイハツ全国小学生ＡＢＣバドミントン選手権大会宮城県第一次予選会要項 

兼 第６４回全日本社会人バドミントン選手権大会予選会要項 

 

 １ 主  催 宮城県バドミントン協会 

 ２ 共  催 宮城県高等学校体育連盟、宮城県中学校体育連盟、仙台市バドミントン協会 

 ３ 主  管 宮城県実業団バドミントン連盟、宮城県レディースバドミントン連盟 

宮城県教職員バドミントン連盟、宮城県社会人クラブバドミントン連盟 

宮城県学生バドミントン連盟、宮城県高体連バドミントン専門部 

宮城県中学校体育連盟バドミントン専門部、宮城県小学生バドミントン連盟 

 ４ 後  援 宮城県教育委員会、公益財団法人宮城県スポーツ協会、仙台市教育委員会 

 ５ 協  賛 ダイハツ工業株式会社（小学生の部） 

 ６ 期  日 令和 3年 4月 18日（日）～4月 29日（木） 

        小学生 令和 3年 4月 18日（日） 

                中学生 令和 3年 4月 24日（土）～4月 25日（日） 

        高校生 令和 3年 4月 25日（日）～4月 29日（木） 

        一般  令和 3年 4月 24日（土）～4月 25日（日） 

７ 会  場 小学生 塩釜ガス体育館 

              〒985-0075 宮城県塩竈市今宮町 9-1        TEL 022-362-1010 

中学生 カメイアリーナ仙台 

〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢 1-4-1    TEL 022-244-1111 

       高校生 宮城県総合体育館（男子 25.26日、女子 27.28日） 

              〒981-0122 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘 40-1  TEL 022-362-1010 

 塩釜ガス体育館（男子 28日、女子 29日） 

              〒985-0075 宮城県塩竈市今宮町 9-1         TEL 022-362-1010 

一般  塩釜ガス体育館 

〒985-0075 宮城県塩竈市今宮町 9-1           TEL 022-362-1010 

 ８ 種  目 小学生男子単、小学生女子単   （2009年 4月 2日以降に生まれ小学校に所属する者） 

        中学生男子単・複、中学生女子単・複（2006年 4月 2日以降に生まれ中学校に所属する者） 

        高校生男子単・複、高校生女子単・複（2003年 4月 2日以降に生まれ高等学校に所属する者） 

        一般男子単・複、一般女子単・複 

（2003年 4月 2日以降に生まれ上記連盟に所属しない者、定時制の参加可能） 

        30歳以上男子単・複、30歳以上女子複 

        40歳以上男子単・複、40歳以上女子複 

        50歳以上男子単・複、50歳以上女子複 

９ 競技規則 令和 3 年度（公財）日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程及び同公認審判        

員規程による。 

１０ 競技方法  各種目トーナメント方式とし３位決定戦を行う。 

１１  使用用器具 （公財）日本バドミントン協会検定・審査合格用器具および令和 3年度第１種検定合格水鳥

球を使用する。 

１２ 参加資格  出場選手は、令和 3年 4月 30日までに（公財）日本バドミントン協会会員登録を申請した者 

１３ 組 合 せ 宮城県バドミントン協会常務理事会にて承認する 

１４ 参 加 料 （小学生） 単１，０００円 

（中学生） 単  ８００円、複１，６００円 

（高校生） 単  ９００円、複１，８００円 

（一般以上）単２，５００円、複５，０００円 

参加料については大会当日に試合会場にて支払うこと 

１５ 申込期日  （小学生） 令和 3年 4月 2日（金）まで 

（中学生） 令和 3年 4月 8日（木）まで 
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（高校生） 令和 3年 4月 7日（水）まで 

（一般以上）令和 3年 4月 16日（金）まで 

１６ 申込方法 参加希望者は「第７３回宮城県バドミントン選手権大会参加申込書」のファイル必要事項 

を記入し、所属バドミントン連盟が指定する期日までに下記の所属バドミントン連盟へ提 

出すること。 

（小学生）宮城県小学生バドミントン連盟 加藤 宏 宛 

(TEL) 080-5561-8852 

メールアドレス：tubamezawa-kato@kkh.biglobe.ne.jp 

（中学生）〒982-0003 宮城県仙台市太白区郡山 5-10-1 

     仙台市立郡山中学校 気付 宮城県中学校体育連盟バドミントン専門部 

          佐藤 塁 宛 

(TEL)022-248-0071 

(FAX)022-304-1349 

（高校生）〒989-6155 宮城県大崎市南町 2-3-17 

     宮城県立古川高等学校 気付 宮城県高体連バドミントン専門部 

          古賀 克典 宛 

(TEL)0229-22-3034 

(FAX)0229-23-4621 

メールアドレス：koga-ka867@td.myswan.ed.jp 

（一 般）〒982-0802 宮城県仙台市太白区八木山東 2-12-16 

     宮城県バドミントン協会 事務局 小原 正一 宛 

(TEL/FAX)022-244-2473 

メールアドレス：info@miyagi-badminton.main.jp 

１７ 表  彰 優勝、準優勝および３位の選手には宮城県バドミントン協会表彰規程により表彰する。 

１８ 競技日程 

 （１）開会式 種目毎の初日に各会場にて執り行うこととする。 

（２）競 技 

4月 18日（日）  9：00～ 塩釜ガス体育館 (小学生) 

4月 24日（土）  9：00～ カメイアリーナ仙台 (中学生) 

         9：00～ 塩釜ガス体育館 (一般) 

4月 25日（日）  9：00～ カメイアリーナ仙台 (中学生) 

9：00～ 宮城県総合体育館 (高校男子) 

9：00～ 塩釜ガス体育館 (一般) 

4月 26日（月）  9：00～ 宮城県総合体育館 (高校男子) 

4月 27日（火）  9：00～ 宮城県総合体育館 (高校女子) 

4月 28日（水）  9：00～ 塩釜ガス体育館 (高校男子) 

  9：00～ 宮城県総合体育館 (高校女子) 

4月 29日（木）  9：00～ 塩釜ガス体育館 (高校女子) 

（３）閉会式 種目毎の各会場にて執り行うこととする。 

１９ 備  考 

（１）ウェア（上衣）については令和 3年度（公財）日本バドミントン協会審査合格品とし、大会運営規程

第２３条による。文字列の表示については（公財） 日本バドミントン協会大会運営規程第２４条に

よる。 

（２）大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用 

することはありません。 

（３）本大会は敗者審判制を導入します。 

（４）（公財）日本バドミントン協会環境委員会よりお願い、ゴミの分別収集に協力してください。 

（５）■第 64回全日本社会人バドミントン選手権大会 

開催地 鳥取県倉吉市 

日程  令和 3年 9月 3日（金）～9月 8日（水） 
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