
主催　新宿区・新宿区教育委員会　　　
一般社団法人　新宿区体育協会　
公益財団法人　新宿未来創造財団

主管　新宿区バドミントン連盟　　　　
１. 日　時　2021 年 10月 31日（日）９時　男女別ダブルス個人戦　　
　　　　　　2021 年 11月 14日（日）９時　混合ダブルス個人戦　　　
２. 場　所　新宿スポーツセンター　３階　大体育室・小体育室
３. 種　目　男女別ダブルス　１部・２部・３部・４部
４. 競技方法　予選、決勝戦ともにトーナメント戦とする。
５. 参加資格
♦新宿区在住・在勤・在学の 2021 年４月１日現在 15歳以上の方
　または、新宿区バドミントン連盟登録会員
♦ランク（ペアどちらか上位のランクにあわせる）（不明の場合は連盟理事までお問い合わせください）
　１部：上級者（第１種大会出場者程度）　　３部：初級者
　２部：中級者（第２種大会出場者程度）　　４部：50才以上のペア（試合当日に 50才以上）
♦都大会一般の部の代表選手は１部、高校生以上の学生は２部以上に出場のこと。（相談可）
♦過去成績表記載の優勝・準優勝者はパートナーをかえても上のランクに出場のこと
＊各ランクで明らかにランク違いの部にエントリーしている場合は、本部で判断しオープン試合になります。
６. 募集数
♦体育室利用者数制限内。申込み多数の場合は抽選とする。（区民は優先となり当落はご連絡します）
♦参加の可否はメールにてご連絡いたします。info@shinjuku-badren.comが受信できるようにしてください。
♦組み合わせは、新宿区バドミントン連盟に一任していただきます。
７. 参加費
♦１ペア　２,０００円（区民大会参加費 400円含む）
　参加費については、10月 15日以降に確定連絡をしますので、10 月 26日（火）までに振込みをお願いします。
♦振込みが確認できる書類のコピーは、大会当日に提出してください。
♦参加費振込み後のキャンセルについては、返金いたしません。
８. 申込み期間
♦９月２０日（月）～１０月７日（木）
♦所定用紙に必要事項を記入の上、下記宛てに郵送してください。　＊E-mail などでは受付けません。
　　　　　〒161-0034　新宿区上落合 1-20-2　新宿区バドミントン連盟　望月久美
９. その他
♦新型コロナウイルス感染症防止対策に関する注意事項、チェックシートを、確定連絡のメールに添付いたします。
♦大会運営は、新宿区バドミントン連盟が行います。参加者は大会役員の指示に従い、大会の運営にご協力ください。
♦競技中の事故については、応急処置のみ行います。万一の事故の発生に備えてスポーツ安全保険等の傷害保険
　にご加入ください。
♦会場内でビデオ・カメラ等による撮影はできません。
♦メンバー変更は、大会前日 17：00までに下記の E-mail にて届出てください。
　その後、連盟からの承認メールが返信されて成立といたします。承認されていないメンバー変更（当日変更）
　はオープン試合となります。
♦本要項に記載ないものは、主催者に一任していただきます。

【参加費振込先】
　　　ゆうちょ銀行　記号１００６０　番号１１８７６２０１
　　　他行からの振込み　店名ゼロゼロハチ　店番００８　普通預金　口座番号１１８７６２０１
　　　口座名義　シンジュククバドミントンレンメイ
【競技についてのお問合せ・メンバー変更】　新宿区バドミントン連盟　E-mail：info@shinjuku-badren.com
【区民総合体育大会についてのお問合せ】　公益財団法人 新宿未来創造財団

新宿区大久保3-1-2　新宿コズミックセンター１階　TEL.03-3232-7701

令和3年度新宿区民総合体育大会
バドミントン競技　実施要項

新型コロナウイルス感染症対策については、新宿
未来創造財団ホームページ掲載をご確認ください。
（https://www.regasu-shinjuku.or.jp）

申込み受付後、感染状況により大会を中止する場
合があります。上記ホームページでご確認または
バドミントン連盟から下記のアドレスよりメール
にてご連絡をいたします。
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2021年春 １部 張鎮洲 グェンヒュー ショウカンブンパメラ 鈴木利之 グェンヴィエットハ

何維俊 グェンハー 増田優衣 石田麻依 田　敏

（元気館） （ベトナムバド） （ち～む・神楽坂） （富久シャトルズ・MBC） （ベトナムバド・元気館）

２部 柴田弥拡 伊藤祐太 田　敏 石切所希実 グェンヴィン 藤原健人

何弘希 林雄一郎 柴田美紀 渡辺　樹 ドチ 伊東里菜

（元気館・ゆたか） （モス） （元気館） （モス） （ベトナムバド・一般） （一般・キャンドルⅣ）

３部 戴振羽 松永潔文 グェントラン 番場三重子 戴振羽 小泉　啓

木村宇博 井上　崇 藤波華恵 森　綾子 伊藤帆南 小林麻子

（WING） （SBC） （ベトナムバド・一般） （ES早稲田） （WING） （ウェンディーズ）

４部 嘉村　浩 小林賢治 川﨑厚子 鈴木和子 嘉村　浩 藤平　守

阪野誠司 藤平　守 新井径代 神　千恵美 倉上麻希 田中洋子

（モス） （鶴巻BC) （SBC） （GREEN） （モス） （鶴巻BC・S.Beam）

2020年秋 １部 鈴木利之 岸上昂史 寺村敦子 石田麻依

兼松那幸 池田洋介 下村綾乃 青木園子

（富久シャトルズ） （スナイパー） （ち～む・神楽坂） （MBC）

２部 山口和洋 伊藤　暉 高瀬文子

井上健人 平岩俊臣 高木陽子

（ち～む・神楽坂） （ち～む・神楽坂） （スナイパー）

３部 渡邊晃大 山田　順 仲尾理恵 大熊真理子

上野正光 王　　碩 並木　晶 西井江津子

（WING） （一般） （ひまわり） （ウェンディーズ）

４部 奥出裕光 草場　律 田中洋子 千歳千尋

茂木一秀 清水　徹 工藤史子 岩崎ジェーン
（しぇいくはんず・元気館） （新宿友羽会） （TUENEX） （S.BEAM）

2019年秋 １部 杉山貴之 平岩　貴敬 グェン　ハ 仲　和也

小池康次 金子逸也 テン　ミン 植木　恵

（TUENEX） （ち～む・神楽坂） （ベトナムバド） （スナイパー）

２部 池尾　智 田中晋司 寺村敦子 佐藤絵里 グェン　ヒュエ 吉川将美

岸上昂史 渡辺健史 下村綾乃 伊東里菜 グェン　ミ 加藤理和

（スナイパー） （D.O.G.） （ち～む・神楽坂） （一般・キャンドルⅣ） （ベトナムバド） （スナイパー）

３部 松山厚成　 高木啓介 髙田夏鈴 折原美帆 山本悠介 樫村優次

鈴木琢也 目黒伸弥 髙田紫苑 星野由美 登川早苗 樫村美笛

（しぇいくはんず） （TBC） （富久シャトルズ） （モス） （鶴巻BC) （モス・GREEN）

４部 松本理一郎 猪木芳徳 久保田由香子 藤平　智子 江添　暢聡 松本理一郎

鳥羽　恒康 前田忠夫 熊本桂子 大平　操 久保田由香子 田中洋子

（富久シャトルズ） （キャンドルⅣ・Orange） （ち～む・神楽坂） （鶴巻BC） （ち～む神楽坂） （富久シャトルズ・TUENEX）

５部 栗田一宣 押野　稔幸 本林博志

福田成広 小川冨佐子 北林晶子

（Orange） （元気館） （アキシャル）

新宿区バドミントン大会優勝・準優勝者記録　【個人戦】
男子 女子 ミックス


