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6 競技内容

平 成 30年 度  関東 高 等 学 校 バ ドミン トン大 会 千 葉 県 予 選 会  要 項
千葉県高等学校体育連盟 千葉県教育委員会 (公財)千葉県バ ドミン トン協会
千葉県高等学校体育連盟バ ドミン トン専門部
技術の向上を図 り、併せて相互の親睦を深めるとともに、関東大会の千葉県代表を選抜する。
平成 30年`5月 1日 (火 )・ 5月 2日 (水) 9時 ～
5月  1日 。2日  男子 市原臨海体育館  (市原市岩崎 268)

女子 千葉県総合スポーツセンター体育館 (千葉市稲毛区天台町 323)
(1)男女各学校対抗の団体戦を トーナメン ト戦方式で行 う。
(2)団体の編成は 5～ 7名 で第 1ダブルス・シングルス 。第 2ダブルスの順序で行い、

2ポイン ト先取とする。ダブルスとシングルスは兼ねられない。
また 3位決定戦を行 う。

(3)成績上位の男女各団体 4チームは関東大会の千葉県代表とする、。
(1)千葉県高等学校体育連盟カロ盟校の生徒で、在学する学校長の承認を必要とする。
(2)年令は平成 11年 4月 2日 以降に生まれた者 とする。

7 参加資格

ただし、同一競技 3回までとし、同一学年での出場は 1回に限る。
(3)チーム編成において、全 国制課程・定時制課程 。通信制課程の生徒による混成は認め

ない。
ただし、同一校に全 国制課程と二部制定時制課程が併置され、 日常的に全・定合同によ
る部活動 として位置づけられ活動 している場合は、特例として県内大会に限 り混成を認
めることがある。

(4)転校・転籍後 6カ 月未満の者は参加を認めない。 (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場合は、千葉県高等学校体育連盟会長の許可があれ
ばこの限りではない。

(5)統廃合の対象となる学校については、完了前の 2年間に限 り当該校を含む合同チーム
による参加を認める。

(6)部員不足等に伴 う複数校合同チームの参加を認める。 (専門部からの申請を受け、競
技特性等を考慮 した「参カロ上の制約Jを定め、参加を認める)

(1)上記 7の (1)に定める生徒以外で、 (2)～ (4)の大会参加資格を満たし、且つ、
千葉県高等学校体育連盟会長が認めた生徒について、<別途に定める規程 >に従い大
会参加を認める。

(2)上記 7の (2)の但 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。

<大会参カロ資格の別途に定める規程 >
<1>学 校教育法第 72条、第 115条 、第 124条 及び 134条 の学校 に在学 し、千葉県高等学

校体育連盟会長 に参加 を認 められた生徒であること。
<2>以 下の条件 を具備す ること。

(A)大 会参加 を認める条件
a。 (公財)全国高等学校体育連盟及び千葉県高等学校体育連盟の 目的及び永年 にわ

たる活動を理解 し、それ を尊重す ること。
b.参加 を希望す る専修学校及び各種学校にあたつては、学齢、就業年限 ともに高

等学校 と一致 していること。また、連携校の生徒による混成は認 めない。
c.各学校 にあつては、地区予選会及び一次予選会か ら出場が認められ、関東

県予選会び関東大会への出場条件が満たされていること。
d.各学校 にあつては、部活動が教育活動の一環 として、 日常継続的に責任 ある顧

問教員の指導のもとに、適切に行われてお り、活動時間等が高等学校に比べて

著 しく均衡 を失す ることな く、運営が適切であること。
(B)大 会参力日に際 し守るべき条件

a.大会要項を遵守 し、競技種 目大会 申合せ事項等に従 うとともに、大会の円滑な

運営に協力す ること。
b.大 会参加 に際 しては、責任 ある教員が引率す るとともに、万一の事故の発生に備

えて傷害・賠償責任保険に加入 してお くな ど万全の事故対策 を講 じてお くこと。
c.大会開催に要す る経費については、応分の負担 をす ること。

9 参加制限 (外国人留学生の扱いは以下のとお りとす る)出場枠 を設けている専門部のみ。
(1)学校教育法第 1条に規定する高校学校に卒業を目的 として入学 している生徒であること。

(2)在籍校が千葉県高等学校体育連盟に加盟 していること。
(3)年令は、 4月 1日 現在、 19歳 未満の者 とす る。
(4)短期留学生は除 く3

(5)人数については、専門部 ごとの制限を遵守す ること。
10 表  彰   1位 ～ 3位までに賞状を授与する。
H 申込期 日  平成 30年 4月 24日 (火 )

12 申込先   各地区主任
13 組合会議  平成 30年 4月 25日 (水 ) 13時 30分～
14 その他   シャ トルは 2回戦まで、第一種検定合格球を持 ち寄 りとする。
※個人情報の取 り扱いに関 して

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。 (詳 しくは、千葉県高等学校体育連盟主催大会参加における個人情報及び 肖像権 に関わる取 り扱い

についてを参照 ください。)

8 参加資格
の特例


