
1６th East Japan 
 

Open Junior Badminton Meeting (Singles) 2021 
 

in Saitama くまがや 
 

２０２１(令和３)年度第１６回東日本オープンジュニアバドミントン大会(シングルス戦) 
 

  開催要項 
 
主  催 ２０２１（令和３）年度第１６回東日本オープンジュニアバドミントン大会      

(シングルス戦)開催実行委員会 
ＮＰＯ法人広域ジュニアバドミントンチーム「Team Power Hitters Max」 

 
主  管 ２０２１（令和３）年度第１６回東日本オープンジュニアバドミントン大会      

(シングルス戦)開催実行委員会 
ＮＰＯ法人広域ジュニアバドミントンチーム「Team Power Hitters Max」 

 
後  援 埼玉県  熊谷市  熊谷市教育委員会  公益財団法人熊谷市体育協会 

テレ玉  埼玉新聞社  
 
協  賛 ヨネックス株式会社  グローブライド株式会社(プリンス)  

 アメアスポーツ(ウイルソン)    ラケットショップフジ 
     アイペックスポーツ株式会社(ブラックナイト) 
          株式会社スリーピー(アディダス)       
       
１．期日    ２０２１（令和３）年１２月４日（土） 

       ７時１０分～ 開場、受付(体育館入口にて) 

           ７時４０分～ 公式練習(順は本部の指示による) 

                       公式練習後、開会式 

               開会式後、競技 
 
２．会場     熊谷スポーツ文化公園「彩の国 くまがやドーム」 

       埼玉県熊谷市上川上３００ ＴＥＬ ０４８―５２６―２００４ 
 
３．種目     シングルス戦(個人戦)  

男子  (1) 小学３年生以下の部 

          (2) 小学４・５年生の部 

            (3) 小学６年・中学１年生の部 

            (4) 中学２・３年生の部 

女子  (1) 小学３年生以下の部 

          (2) 小学４・５年生の部 

           (3) 小学６年・中学１年生の部 

            (4) 中学２・３年生の部 

       ＊参加人数によっては種目の変更をすることがあります 
 

４．競技規則 (1) 令和３年度(公財)日本バドミントン協会競技規則に準じて行います 

              (2) 令和３年度(公財)日本バドミントン協会審査合格水鳥シャトルを使用 

          します 

              (3) 使用するシャトルは主催者側が用意します 
 
５．競技方法 (1) リーグ戦かトーナメント戦かは種目ごと出場人数によって決定します 

             (2) 種目毎の出場人数によってはリーグ戦、トーナメント戦を混在させることも

あります 

          (3) ３位決定戦は行いません 



７．参加制限 今年度は新型コロナウイルス感染症対策及び試合運営も考慮して、以下のように 
参加制限をします。 
＊申し込み状況により開催実行委員会の判断で変更することもあります 

               (1) 参加人数を４００名までとします。 
(2) 種目別制限を以下のようにします。 

① 男子・女子小学 3 年生以下の部の参加定員は「なし」とします。 
② 男子・女子小学４・５年生の部、男子・女子小学６年・中学１年生の部、 

男子・女子中学２・３年生の部の参加定員は「６０名まで」とします。 
(3) 各学校・クラブ別制限を以下のようにします。 

① 男子・女子合計１０名までとします。但し、男子・女子小学 3 年生 
   以下の部の申し込みは１０名以外に出来ることとます 

(4) 下の学年の者が上の学年の部に出場することは可とします(逆は不可) 
 
８．申し込み (1) 開始日  ２０２０（令和２）年１０月１８日（月） 
                           ① 先着順としますので、ホームページの「申し込み状況」を 

確認の上、早めに申し込み下さい。 
                           ② 申し込み状況により開催実行委員会が判断し、締め切らせて 
                              いただきます。 

 ③ 締め切り終了時にはホームページに「申し込み締め切り」を 
掲載いたします  

(2) あて先  〒３６０－０８１６ 
              埼玉県熊谷市石原１５０２―５９ 伊佐山正和 
          ((3) その他   ① 申込書はホームページよりプリントアウトして使用して 

下さい 
                           ② 必ず所定の大会申し込み書を使用して種目別、男女別に 

申し込んで下さい（必ず郵送でお願いします） 
                           ③ 申し込み後、種々の事情により選手が棄権する場合には、 

「選手棄権届出用紙」をホームページよりプリントアウトして 
大会当日朝、本部に提出して下さい(当日、受付でも用意あり) 

④ 必ずクラブ代表者名・部顧問名、現住所(学校名・学校所在地) 
を封筒にお書き下さい 

                           ⑤ 緊急連絡のため携帯電話番号をお書き下さい 
                           ⑥ 必ず監督（コーチと同一者でも可）は申し込んで下さい 
                           ⑦ 申し込み後の確認はホームページの「申し込み状況」にて 

お願いします 
 
９．参加費   (1) 金額   各種目とも１人 １，５００円 
             （スポーツ傷害保険等の加入は各自でお願いします） 
              (2) 方法   必ず下記口座へ(1,500 円×人数)振り込んで下さい   

(3) 口座名  ゆうちょ銀行 記号１０３２０ 口座番号６８６４７４４１ 
               特定非営利活動法人広域ジュニアバドミントンチーム 
              パワーヒッターズマックス 

＊他の金融機関から振り込む場合は以下を指定して下さい 
               ゆうちょ銀行 熊谷店 
                            (店番 ０３８、店名 〇三八 読み ゼロサンハチ） 
                            普通預金 口座番号６８６４７４４ 
              特定非営利活動法人広域ジュニアバドミントンチーム 
                            パワーヒッターズマックス 

(4) その他  ① 申し込み後の返金はいたしません 
                         ② 入金の際には必ず依頼人の欄に学校名又はクラブ名を記入して 

下さい。(個人名のみの記入はしないで下さい) 

             ③ 申し込みを済ませた後、ホームページの「申し込み状況」を 

 確認し、相違がなければ上記口座に振り込み願います 

なお、「申し込み状況」にチーム名がない場合は、申し込みが 

締め切りになったということで参加費の振り込みは行わないで 

下さい 

また、申し込んだ種目に●が記載されている場合は、その種目 

の申し込みが締め切りになったということで、それ以外の人数 

の参加費を振り込んで下さい 



10．表彰     優勝者に優勝杯（持ち回り）、賞状、記念品を準優勝者、第３位入賞者に賞状と 
記念品を授与します 

 
11．組み合わせ (1) 日時      ２０２０（令和２）年１１月１４日（日） 
                (2) 会場   埼玉県立総合教育センター 
                (3) その他  主催者の責任において行います 

 

12．順位決定  リーグ戦の順位は（1）から順に次のように決定します 

              (1) 勝試合数と敗試合数の差が大きい方を上位とする 

              (2) 勝試合数と敗試合数の差が同じ場合は、全得ゲーム数と全失ゲーム数の差 

          が大きい方を上位とする 

              (3) 全得ゲーム数と全失ゲーム数の差が同じ場合は、全得点数と全失点数の差 

が大きい方を上位とする 

             (4) 全得点数と全失点数の差が同じ場合は、以下のようにする 

       (ｱ) ２者が該当する場合は当該者どうしの勝敗による 

(ｲ) ３者が該当する場合は本部の指示によりコイントスで決定する 
 
13．試合進行  (1) ポイントは参加人数によって①～⑥のどれかで行います 

① ２１点３ゲーム(２１点の２ゲーム先取、２０点オールの時は２点 

リードした方が勝ち。２９点オールの時は３０点目を得点した方が勝ち 

ファイナルゲームは１１点でチェンジエンズ 

② ２１点３ゲーム(２１点打ち切りの２ゲーム先取。ファイナルゲームは１

１点でチェンジエンズ)  

            ③ ２１点１ゲーム(２１点打ち切り。１１点でチェンジエンズ) 

④ １５点３ゲーム(１５点打ち切りの２ゲーム先取。ファイナルゲームは 

８点でチェンジエンズ) 

   ⑤ １５点１ゲーム(１５点打ち切り。８点でチェンジエンズ) 

    ⑥ ３０点１ゲーム(３０点打ち切り。１５点でチェンジエンズ) 

               (2) インターバル 

          試合中はありません                                  

               (3) 水分補給、汗拭きは必ず主審の許可を得てから行って下さい 

        (4) 同一選手が連続で試合を行う場合には、前試合終了後１０分間の間隔を      

             おいてから次の試合を行います 

(5) 放送された選手は指定された選手集合所に集合して下さい 

                 (放送された選手は集合に遅れないようにして下さい) 

               (6) 試合時の用具 

試合の時は「バック」をコートサイドに持参しタオル・水分補給用ボトル 

等は「バック」内で保管するようにして下さい 

 (7) 試合前、試合後の挨拶は「礼」のみとします(握手は禁止とします) 

(8) 試合中の声出しは禁止とします 

(9) コートサイドでの応援は禁止します 

(10) 二階での応援は拍手のみとし、声援は禁止とします 

(11) 監督・コーチ席  今年度は設けません 

       (12) 審判（主審・線審）は選手が相互でお願いします  

① (予選リーグ戦の場合)原則として、２つのリーグを１コートで 

行いますので、試合のない選手４名～５名で主審・線審をお願します 

(人数が足りない場合は本部がサポートします) 

 ４人リーグの場合は試合のない選手２名で主審(線審を兼ねる)、線審を 

お願いします。 

 

 



② (決勝トーナメント戦の場合)試合をする選手の仲間それぞれ１名 

    (計２名)で主審(線審を兼ねる)、線審をお願いします 

(人数が足りない場合は本部に申し出て下さい) 

③ 主審・線審が心配な時は関係者がサポートして下さい 

④ プログラムの「タイムテーブル・審判」を参照して下さい 

⑤ 審判台、線審用イスは設置しません 

⑥ スコア用紙(得点用紙)は用意しません(主審のコールは口頭で) 

→主審は試合が終わったら「得点記録用紙」に記入して下さい 
→各リーグ戦が全て終わったら、進行席に持って来て下さい 

14．連絡事項   (1) 選手は試合中以外 必ず「マスク」を着用して下さい 

(2) 監督・コーチ、保護者は必ず「マスク」を着用して下さい 

(3) 各コートに「手指消毒液」を設置しておきます  

  試合前、試合後に使用して下さい 

(4) 開架式、閉会式は行いません(表彰は順位決定後すぐに本部で行います) 

(5) 競技時の服装は、相手又は観客に不快な感じを与えないようなウエアー、 

シューズを着用して下さい。白一色の着衣を使用する場合には、上衣は襟

付き半袖、下衣はショートパンツ(男女)又はショートスカート(女)と 

します。色付きの着衣を使用する場合及びシューズは、(公財) 日本バドミ

ントン協会審査合格品とします 

                (6) 上衣背面中央に必ず学校名、クラブ名、チーム名を明記し、文字の色は 

           上衣に鮮明に映えるものとします(個人名が入っていても可) 

          ゼッケンを使用する場合は、白の布地で「縦１５cm、横２５cm 以内」の 

大きさを基準とし、文字の色は黒色又は濃紺色とします 

                (7) 審判は 13.連絡事項(12)でお願いします 

(8) 選手は当該学校、クラブの責任者によって引率され、行動に責任を負う 

                   ものとします   

(9) ２階は土足可ですので、体育館シューズの使用は厳禁です(守って下さい) 

               (10) ロビー、通路等でのシャトル打ち練習は禁止です(守って下さい) 

(11) 体育館フロアー内での飲食は禁止します 

               (12) 昼食時間は特に設けないので適宜とって下さい 

               なお、場所は体育館外でお願いします(雨天の場合には再考します) 

(13) ゴミは各自持ち帰って下さい 
(14) 各自「ソーシャルディスタンス」を確保して下さい。 

(15) 二階観覧席に「手指消毒液」を設置しておきます  

  適宜、使用して下さい 

(16) 貴重品の管理等は各自でお願いします 

(17) 個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについては、別紙を参考にして 

                    下さい 

               (18) プログラムに誤字がありましたら「プログラム誤字訂正届出用紙」を 

本部に提出して下さい(用紙は受付での配布袋の中に入れてあります)  

               (19) プログラムの誤字、棄権者、試合結果は「本部席後方」に掲示します 

               (20) 開会式終了後、各種目(学年)別に各コートに集まって説明をします 

               (21) ＮＰＯ法人広域ジュニアバドミントンチーム Team Power Hitters Max 

           のホームページ案内 

① パワーヒッターズで検索 

② ＱＲコード 

      


