平成 26 年 10 月吉日
関係者 各位

第 8 回マロニエオープン
マロニエオープン
ジュニアシングル
ジュニアシングルス選手権大会
シングルス選手権大会 2015

標記の件について下記要項により開催いたしますので、ご参加下さいますようお願い申し上げます。
なお、エントリーを先着順に受け付け、約 500 名を目途に受付を締め切らせて頂きます。ご了承下さい。

大 会 要 項

1. 主催

マロニエオープン実行委員会

2. 協賛

ヨネックス（株）[予定]

3. 日時

平成 27 年 3 月 7 日（土）

4. 会場

【第一会場】真岡市総合体育館（10 面）
栃木県真岡市田町 1251-1 TEL 0285-84-2811
【第二会場】武道体育館（6 面）
栃木県真岡市田町 1330
※2 つの会場でおこないますが、徒歩で行き来できる距離です。

5. 参加資格
6. 種目
7. クラス

8. 参加料

バドミントンショップＮＡＮＡＨＡ
8:00 開場・受付 準備でき次第 開会式→競技開始

小学生以下 （オープン大会なので、登録などは問いません。未就学児可。）

男子シングルス、女子シングルス
Ａクラス 6 年生以下
Ｂクラス 5 年生以下
Ｃクラス 3 年生以下
男女とも 1 人 1,2
1,200 円 （申込み締切後は、棄権の場合も参加料は納入していただきます）

※参加料は、バドミントンショップ NANAHA 店頭にご持参頂くか、チームごとにまとめて下記の口座にお振込み下
さい。
■新生銀行 本店 普通 0776385 名義：アサノマキ
（振込みの際は、依頼人の欄にチーム名を入力して下さい。）
※納入期限は、平成
平成 27 年１月 31 日（土）とします。
日（土）
（大会当日の受付業務の時間短縮のため、ご協力お願い致します。）
9. 使用シャトル
10. 表彰

ヨネックス トレーニング（Ｆ-30）

各種目クラスとも、優勝・準優勝・３位の選手に賞状・メダル、賞品を授与します。
（３位決定戦は行いません）

11. 参加申し込み（先着順）

申し込み受付期間 平成27
平成27年
27年1月4日（日）～
（日）～31日
31日（土）
（土）

※参加申込書の「主な戦績」欄には、全国大会（ABC、全小）、各都道府県予選、各ブロック大会などの個人成績
を記入して下さい。組合せの際に参考にさせていただきます。
■申し込み方法 郵送、FAX、NANAHA店頭またはe-mailで受付けます。
■申し込み先 ① 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉7-1-18
バドミントンショップNANAHA内 マロニエオープン実行委員会
② FAX 028028-664664-0037（FAX専用）
0037
③ e-mail badoshop@nanaha.co.jp
■お問い合わせ TEL 028-689-2901
※FAXの場合は送信後、電話もしくはe-mailにて必ず送達確認をお願いします。
先着順にエントリーを受け付け、締切前でも総数およそ 500 名に達した時点で申込み受付を終了
させて頂きます。どうかご了承ください。エントリー受付状況については、サイトにて随時更新
しますので、ご確認下さい。
http://www.nanaha.co.jp/

12. 組み合わせ
13. 競技規則

実行委員会に一任して下さい。
平成 26 年度（公財）日本バドミントン協会競技規則並びに大会運営規定に準じます。
（但し、シャトルについては記載のシャトルを使用します）

14. 試合方法

1 回戦よりトーナメント方式で行います。
初戦敗退者同士で交流戦を行う予定です。
（各クラスベスト 8 が出揃った時点で交流戦を始める予定です。）
※大会当日、交流戦を辞退する場合は、早急に本部までお知らせ下さい。

15. 審判

ⅰ） 各コートの主審については、実行委員会スタッフが行います。
ⅱ） 得点板は、前の試合の敗者が担当します。試合終了後、負けた選手はそのままコートにとどまっ
て下さい。
ⅲ） 線審 2 名、及び各コート第一試合の得点板については、コートごとに担当チームを割り当てて、
固定審判とさせていただきます。この点をご理解頂いた上で参加申し込みをお願い致します。

16. 代表者会議

17. お弁当の斡旋

大会当日、開会式終了後に各チームから 1 名お集まり頂き、審判・試合進行に関する打合せを
行います。（総合体育館の玄関ロビーにて）
大会当日のお弁当の斡旋を致します。メニュー表、注文用紙を大会サイトに掲載します。ご利
用ください。

18. 個人情報について

申込み書に記載された個人情報は大会運営に使用し、組合せ及び大会結果は大会特設
サイトに掲載されます。

バドミントンショップＮＡＮＡＨＡのホームページ上に、本大会の特設ページを設けます。
大会実行委員会からのお知らせ、注意事項、また組合せ（タイムテーブル）
、大会結果などを
掲載します。 http://www.nanaha.co.jp/

＜連絡事項＞
① 試合会場の割り当て
→申込み締切後に決定致します。大会サイトにてご確認下さい。
② ポイントシステム（参加人数により変更する場合もあります）
■本戦は、
15 点 3 ゲームマッチとします。延長なし 15 点打ち切りです。
ⅰ）ファイナルゲームは、8 点でチェンジエンドとなります。
ⅱ）ゲーム中のインターバルは設けません。水分補給については、その都度、主審に申し出て許可を取っ
てください。
ⅲ）ゲームとゲームの間は 1 分間のインターバルを設けます。
ⅳ）サイドコーチのアドバイスは、ゲームとゲームの間のインターバル、もしくは水分補給のときのみ認
めます。
準々決勝より正式ポイント（
（30 点まで）
準々決勝より正式ポイント（21
正式ポイント（21 点 3 ゲームマッチ）で行います。延長もあります。
ゲームマッチ）で行います。延長もあります。
（試合の進行状況によっては、変更する場合があります）
■交流戦は、
15 点 2 ゲームマッチとします。延長なし
ゲームマッチとします。延長なし 15 点打ち切りです。ファイナルゲームは行いません。
点打ち切りです。ファイナルゲームは行いません。
ゲームカウントが 1-1 となった場合は、じゃんけんをして負けたほうが次の試合の得点板を担当して下さい。
③ 交流戦について
本戦の進行状況をみて、随時交流戦を入れていきます。（各クラスのベスト 8 が出揃った時点で交流戦の
コールを始める予定です。例年 14～15 時頃から始めます。）
交流戦は、初戦で敗退した選手すべてを対象として実施します。
例えば、初戦の相手が棄権して、次の試合で負けた場合、その選手も対象となります。
交流戦を辞退する場合は、出来る限り早く本部に申し出て下さい。申し出がない限り、本部では組合せ作
業を進めていきます。
④ 試合の進行について
タイムテーブルのコート番号にとらわれず、流し込み方式で行いますので試合のコールにご注意下さい。
第一、第二会場それぞれの本部席付近に「選手集合場所」を設けます。試合番号がコールされたら、そこ
にお集まり下さい。試合の順番がきたら、審判用紙を選手に渡しますので、対戦相手と共に指定されたコー
トまで移動して下さい。
第一会場では、各コートに待機席を設けます。次にそのコートで試合をする選手が待つための席です。前
の試合が終わったら、審判用紙を主審に渡して、試合を始めてください。
試合終了後、勝者は勝者サインをしたら、主審から審判用紙を受け取り、直ちに本部まで持って来てくだ
さい。
敗者は、そのコートに残って次の試合の得点板を担当していただきます。
（本戦、交流戦ともにこの方法で行います）
同一選手が連続で試合を行う場合には、試合終了後 10 分間の間隔をおいてから次の試合を行います。
⑤ 表彰は、各クラスの準決勝及び決勝終了後に適宜行います。（閉会式は行いません。）
各クラスとも、優勝・準優勝・3 位までは賞状と賞品、メダルを授与します。（3 位決定戦は行いません。）
⑥ 審判コートの割り当て
各コートの審判（線審 2 名）をチームごとに割り当てます。固定審判です。
線審（2 名）を選手・保護者の方で担当してください。ご協力お願いいたします。どうしても人数が足り
ない場合は本部に申し出て下さい。各コートの一番最初の試合のみ得点板もお願いいたします。
※主審については実行委員会スタッフが行います。得点板は前の試合の敗者が担当します。
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⑦ 試合開始までの流れは、おおよそ以下のとおりです。（予定）
8:00 開場・受付開始
※受付（総合体育館の大会本部）で棄権連絡票（特設サイトからダウンロードできます）を提出して（棄権
者がいる場合）、大会プログラムをお受け取り下さい。
8:30 開会式→公式練習
開会式終了後、練習時間を設けます。これ以前にコートで練習することは出来ません。
（練習コートの割り当
ては、組合せ決定後に大会サイトにて発表致します。）
8:40 代表者会議 ※第一会場の玄関ロビーで行います。
各チームの代表者 1 名にお集まりいただき、試合の進行・審判等についての説明をします。
9:15 試合開始予定
（参考）大会終了時間は、例年 20 時過ぎです。
⑧ 競技時の服装について
競技中の着衣は、日本バドミントン協会審査合格品を着用して下さい。
ゼッケンについては、今お持ちのものを着用して下さい。布の大きさや、表示内容（チーム名・都道府県名・
氏名）は問いません。もし、お持ちでない場合は着用しなくても結構です。
（この大会の為に新調して頂く必
要はございません。）試合進行をスムーズに行うためにも、お持ちの方は着用をお願い致します。
⑨ どちらの試合会場も、下足箱が少ないので下足入れ用のビニール袋等をご用意下さい。
⑩ 棄権について
エントリーした選手の棄権が確定した時点で、
出来るだけ早めに大会実行委員会までご連絡頂けると幸いで
す。
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