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2　主　管

3後　援

第2 6回全日本シニアバドミントン選手権大会要項

財団法人日本バドミントン協会

福島県バドミントン協会

県北バドミントン協会

福島県･福島県教育委員会･ (財)福島県体育協会

福島市･二本松市･福島市教育委員会･二本松市教育委員会

福島市体育協会･二本松市体育協会･福島民報社･福島民友新聞社･スポーツニッポン新聞社

4期　　日　　平成21年11月20日(金) ～23日(月)

11月20日(金)　17時30分　　　開会式｢サンルートプラザ福島｣

11月21日(土)　　　9時30分

11月22日(日)　　　9時30分

11月23日(月)　　　9時30分

5会　場　　第1会場　　｢福島市国体記念体育館｣

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

日　は　爪は　HH　けり　帽　E;　は　伯　※冒種6

福島市大町7-1 1 (福島駅前)

(電話:024-525-2211)

競技開始(第1会場　～　第5会場)

競技開始(第1会場　～　第5会場)

競技開始(第1会場)

(18コート)

福島県福島市仁井田字西下川原4ト1　(電話: 024-539-5500)

｢あづま総合体育館｣県営

福島県福島市佐原神事場1
｢福島体育館｣

福島県福島市霞町4-45

｢西部体育館｣

福島県福島市笹木野払川添20-1

｢二本松市城山総合体育館｣

福島県二本松市部内4-220

男子30歳以上　単･複

男子35歳以上　単･複

男子40歳以上　単･複

男子45歳以上　単･複

男子50歳以上　単･複

男子55歳以上　単･複

男子60歳以上　単･複

男子65歳以上　単･複

男子70歳以上　単･複

(18コート)

(電話:024-593-1111)

(8コート)

(電話:024-535-4106)

(8コート)

(電話:024-591-3506)

(10コート)

(電話:0243-22-2615)

女子30歳以上　単･複

女子35歳以上　単･複

女子40歳以上　単･複

女子45歳以上　単･複

女子50歳以上　単･複

女子55歳以上　単･複

女子60歳以上　単･複

女子65歳以上　単･複

女子70歳以上　単･複

上記年齢は､平成2 1年4月2日現在のものとする｡

30歳以上　混合複

35歳以上　混合複

40歳以上　混合複

45歳以上　混合複

50歳以上　混合複

55歳以L　混合複

60歳以上　混合複

65歳以上　混合複

70歳以上　混合複

7競技規則　　平成2 1年度(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｡

8競技方法　各種目ともトーナメント方式とし､ 3位決定戦は行わない｡

9　使用用器具　平成2 1年度(財)日本バドミントン協会検定審査合格の用器具を使用する｡

10使用シャトル　平成2 1年度(財)日本バドミントン協会第1種検定合格水鳥球を使用する｡

11参加資格

12　参加制限

平成2 1年度(財)日本バドミントン協会の登録会員で､次のいずれかに該当する者｡

(1)前年度本大会　各種目ベスト8以上の者｡ (ただし該当種目に限る)

(2) (財)日本バドミントン協会決定の各都道府県割当枠内の推薦者｡

(1)各都道府県の最低割当数は､ 6名とする｡

(2)各都道府県の割当数は､平成2 1年度(財)日本バドミントン協会登録区分一般登録

者数の旦昼とする｡

(3) 1選手の参加は2種目以内とし､ ｢単｣と｢混合複｣は兼ねて出場できない｡

(4)参加申込状況により､主管県の判断で追加参加を認めることができる0



13　組合せ

14　参加料

15　申込締切

16　申込書

送付方法

17　宿　　泊

18　着　　衣

(財)日本バドミントン協会｢大会運営規程｣第5章　25-29条を適用する｡

1人1種目につき､ 5, 000円とする｡ (檀:10, 000円/1組)

参加料は､各都道府県協会ごと一括して申込み締切り日までにド記の[1座に振込むこと｡

振 込 先 仞�uｨｴ�ｭb�東邦銀行門田支店(店No.420) 

口座番号 儿�,｣3s都#��

口座名義 ��c#h���9?ｩgｸ5h6ｨ4�6�6�7�986x99�偃位��X檍駟k�ｼr凭冦�*ﾈ���

平成21年　8月29日(金)必着のこと｡

現金書留,電話,電報, FAX及びEメールによる申込みは､受付けない｡

同封のフロッピーディスクにある所定の申込書に必要事項を入力してから印刷を3通取り､

各々を正･副･控として､正･副に各都道府県協会長の印を捺印の上､各都道府県協会毎

に一一括して申込み締切日までに下記に送付すること｡

なお､入力したフロッピーディスクは｢申込書(副) ｣と一緒に大会事務局へ送付すること｡

(正)〒150-8050 

東京都渋谷区神南1-1-1岸記念体育会館内 

財団法人日本バドミントン協会事務局宛 

(副)〒965-0875 

福島県会津若松市米代二丁目4-18ウイングスポーツ鈴木町子気付 

第26回全日本シニアバドミントン選手権大会大会事務局宛 

(電話:0242-27-6850FAX:0242-27-6885) 

(拷)各都道府県協会で保管のことo 

別紙(宿泊･弁当･交通のご案内)を参照すること｡

試合時の服装で､色付き着衣を使用する場合は(財)日本バドミントン協会の審査合格品とし､

上衣の背面には都道府県名を明記すること｡なお､日本リーグ,全日本実業団大会,全日本

レディース大会及び全日本教職員大会に使用したものも可とする｡

19表　彰　(1)各種目の優勝者に､ (財)日本バドミントン協会より金メダルを授与する｡

(2)各種目の第2位に､福島県バドミントン協会より銀メダルを授与する0

(3)各種目の第3位に､福島県バドミントン協会より銅メダルを授与する0

(4)各種目とも､第1位～第3位には､ (財)日本バドミントン協会より､賞状を授与する｡

20　大会事務局

〒965-0875 

福島県会津若松市米代二丁目4-18ウイングスポーツ鈴木町子気付 

第26回全日本シニアバドミントン選手権大会大会事務局 

(電話:0242-27-6850FAX:0242-27-6885) 

21備　考　　(1)個人情報について

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｡

(2)環境委員会よりのお願い
･ (開催地の)ゴミの分別収集にご協力願います｡

･ (宿泊先の)部屋から出られるときは､エアコン,テレビ,ライトのスイッチを消

して下さい｡

･マイ歯ブラシを持参して､大会に参加して下さい｡

(3)事故による応急処置は主催者側で行いますが､一･切の責任は負いません｡参加者は

健康保険証(写)を持参すること｡

(4)他の都道府県)選手と組んで､ ｢複｣に出場する場合は､両方の都道府県より申し込む｡

(5) 11月20日(金)の開会式終了後､同会場でレセプションを開催します｡ (別紙案内)



申込みご担当者各位
第26回全日本シニアバドミントン選手権大会

大会事務局

｢参加申込書｣および｢参加料納入票｣の記入について

･ ｢参加申込書｣及び｢参加料納入票｣を作成いただく際､添付しておりますフロッピーディスク内

ファイル(Excel書式シート)へ入力し作成願います｡

入力済みフロッピーディスクは､ ｢参加申込書｣ (副), ｢参加料納入票｣と一緒に､大会事務局まで

お送り願います｡

〒965-0875

福島県会津若松市米代二丁目4-18　ウイングスポーツ　鈴木町子　気付

第26回　全日本シニアバドミントン選手権大会　大会事務局　宛

※添付のフロッピーディスクには､以下の4つのファイルが入っています｡
･参加申込書(渇) .xls　　　　全年齢別､混合｢複｣を､入力して下さいo

･参加申込書(早) .xls　　　　全年齢別､男子｢単｣,女子｢単｣を､入力して下さい｡

･参加申込書(檀) .xls　　　　全年齢別､男子｢複｣,女子｢複｣を,入力して下さい.

･参加料納入票.xls

各々のファイル(同一書式で15シート有り　シ小｢1｣から順に使用)に､必要事項を入力願います｡

｢参加申込書｣および｢参加料納入票｣は作成後､ ｢3通｣印刷を行い､各々を｢正｣ ･鳩山･ ｢控｣

として､ ｢正｣ ･ ｢副｣に各都道府県協会長の印を捺印の上､都道府県協会毎に､大会要項で定める

申込み先へ一括して送付願います｡ ｢控｣は､各都道府県で保管願います｡

1. ｢参加申込書｣の入力について
･ ｢都道府県名｣ ｢種目｣を入力する欄では､それぞれ選択して下さい｡

･ ｢生年月日(西暦)｣を入力する欄では､ 〔例〕 ｢1954/3/10｣のように入力して下さい｡

※ ｢年齢｣は入力された｢生年月日(西暦)｣で表示されますので､確認願います｡
･その他､入力欄に応じて｢コメント｣が表示されますので､それに従って入力して下さい｡

2. ｢参加料納入票｣の入力について
･ ｢都道府県名｣を入力する欄では､それぞれ選択して下さい｡

･ ｢数｣を入力し､ ｢金額｣欄の人数(又は組数)を入力すると､ ｢合計金額｣に計算し表示します

ので､ご確認下さい｡

*　複･混合複において､他の都道府県より振り込まれる場合､

｢数｣の欄　-　実参加数を､ ｢金額｣欄の｢名･組｣ -　参加料振込数を入力して下さい｡

〔例〕 : 4組のダブルス参加で､内) 1組のパートナーが､他の都道府県より振込みの場合
｢数｣の欄　-　｢4｣を記入,  ｢合計｣欄の｢名･組｣　-　｢3.5｣を記入｡

*　複･混合複において､他の都道府県より振込まれる場合｢※他納入分｣欄に､その旨を記載

して下さい｡

〔例〕 : 3組のダブルス参加で､パートナーがいずれも三重県での振込みの場令- 1.5三重
･ ｢金額｣欄の｢名｣ ｢組｣を入力すると､下方の｢合計｣ ｢参加料合計｣に表示されますので､

ご確認下さい｡

また､他の都道府県からの振込みが発生する場合は､その合計金額を入力(55行目)願います｡

一　以上　-



第26回全日本シニアバドミントン選手権大会参加申込書(正.副.控) 

単の部日枚中の 劔剴s道府県名 ��

種目 �8�984��氏名 �-8.�*ｨ,��生年月日(西暦) 僖驃��県名 ��ﾈ,ﾈ��ｨ顥m｢�他県納入 

上記の通り申し込みますo上記の者を当都道府県の代表選手として認定しますo 

平成21年月日なお､当該選手は､(財)日本バドミントン協会会員登録済みです○ 

協会会長名印 

申込責任者(都道府県協会理事長) 

TTh携帯TEL 

住所氏名印 

(正)財団法人日本バドミントン協会御中 

(副)第26回全日本シニアバドミントン選手権大会事務局御中 

(控)申込み都道府県協会で保管 

記入上の注意　　① ｢種目｣ ｢他の出場種目｣の欄には､ 30MD(30男複)､ 40WD(40女複)､ 50MD(50男複)のように､

種目名を記入してください｡

②各種目で､ ｢ランク順｣に記入してください｡

③ ｢他県納入｣の欄には､参加料の納入が他県の場合､その県名を記入してくださいo



第26回全日本シニアバドミントン選手権大会参加申込書(正.副.控) 

複の部ll枚中のl 劔剴s道府県名 ��

種目 �8�984��氏名 �-8.�*ｨ,��生年月日(西暦) 僖驃��県名 ��ﾈ,ﾈ��ｨ顥m｢�他県納入 

上記の通り申し込みますo上記の者を当都道府県の代表選手として認定しますo 

平成21年月日なお､当該選手は､(財)日本バドミントン協会会員登録済みです○ 

協会会長名印 

申込責任者(都道府県協会理事長) 

〒TEL携帯TEL 

住所氏名印 

(正)財団法人日本バドミントン協会御中 

(副)第26回全日本シニアバドミントン選手権大会事務局御中 

(控)申込み都道府県協会で保管 

記入上の注意　　① ｢種目｣ ｢他の出場種目｣の欄には､ 30MS(30男単)､ 40WD(40女複)､ 5()MIX(50混合複)のように､

種目名を記入してください,

②各種目で､ ｢ランク順｣に記入してください｡

③ ｢他県納入｣の欄には､参加料の納入が他県の場合､その県名を記入してください｡



第26回全日本シニアバドミントン選手権大会参加申込書(正.副.控) 

混合複の部l枚中のl 劔剴s道府県名 ��

種目 �8�984��氏名 �-8.�*ｨ,��生年月日(西暦) 僖驃��県名 ��ﾈ,ﾈ��ｨ顥m｢�他県納入 

上記の通り申し込みますo上記の者を当都道府県の代表選手として認定しますo 

平成21年月日なお､当該選手は､(財)日本バドミントン協会会員登録済みですC 

協会会長名印 

申込責任者(都道府県協会理事長) 

〒TEL携帯TEL 

住所氏名印 

(正)財団法人日本バドミントン協会御中 

(副)第26回全日本シニアバドミントン選手権大会事務局御中 

(控)申込み都道府県協会で保管 

記入上の注意　(丑｢種目｣ ｢他の出場種目｣の欄には､ 30MD(30男複)､ 40WD(40女複)､ 5OMD(50男複)のように､

種目名を記入してくださいC

②各種目で､ ｢ランク順｣に記入してください｡

③ ｢他県納入｣の欄には､参加料の納入が他県の場合､その県名を記入してください｡

④混合複の場合､上段には男子選手を､下段には女子選手を記入してください｡



第26回全日本シニアバドミントン選手権大会　参加料納入票(正･副･控)

種目 佝��金額(他の都道府県納入額は除くこと) ��i�ﾉEｹ?ﾉZ｢�

男子30歳以上単 冖ﾂ�5,000×名-円 ��

男子35歳以上単 ����5,000×名-円 

男子40歳以上単 冖ﾂ�5,000×名-円 

男子45歳以上単 冖ﾂ�5,000×名-円 

男子50歳以上単 冖ﾂ�5,000×名-円 

男子55歳以上単 俐r�5,000×名-円 

男子60歳以上単 俐r�5,000×名-円 

男子65歳以上単 竸r�5,000×名-円 

男子70歳以上単 冖ﾂ�5,000×名-円 

女子30歳以上単 冖ﾂ�5,000×名-円 ��

女子35歳以上単 ����5,000×名-円 

女子40歳以上単 ����5,000×名-円 

女子45歳以上単 冖ﾂ�5,000×名-円 

女子50歳以上単 冖ﾂ�5,000×名-円 

女子55歳以上単 冖ﾂ�5,000×名-円 

女子60歳以上単 凩��5,000×名-円 

女子65歳以上単 冖ﾂ�5,000×名-円 

女子70歳以上単 凩��5,000×名-円 

男子30歳以上複 ��r�10,000×組-円 ��

男子35歳以上複 ��r�10,000×組-円 

男子40歳以上複 ��r�10,000×組-円 

男子45歳以上複 ��r�10,000×組-円 

男子50歳以上複 ��r�10,000×組-円 

男子55歳以上複 ��r�10,000×組-円 

男子60歳以上複 ��r�10,000×組-円 

男子65歳以上複 ��r�10,000×組-円 

男子70歳以上複 冰'鈔�10,000×組-円 

女子30歳以上複 从��10,000×組-円 ��

女子35歳以上複 仄��10,000×組三円 

女子40歳以上複 儻R�10,000×組三円 

女子45歳以上複 从��10,000×組-再 

女子声_0革以上複 儻R�10,000×組~-円 

女子55歳以上準__ ��r�10,000×組-円 

女子60歳以上複 �%5��10,000×組-円 

女子65歳以上複 从��10,000×組-円 

女子70歳以上複 ��r�10,000×組-円 

30歳以上混合複 ��r�10,000×組-円 ��

35歳以上混合複 ��r�10,000×組-円 

40歳以上混合複 ��r�10,000×組-円 

45歳以上混合複 ��r�10,000×組-円 

50歳以上混合準 从��10,000×組-円 

55歳以上混今複 从��10,000×組-円 

60歳以上嘩今嘩 从��10,000×組-円 

65歳以上混合準 ��r�10,000×組-円 

70歳以上混合複 ��r�10,000×組-円 

合計 刮~ ��

上記の通り､参加料合計　　　　　　　　　円を納入いたします｡

なお､他都道府県から納入される金額の合計は､

平成21年　　　月　　　日

バドミントン協会

申込責任者(都道府県協会理事長)

T TEL

住所

会長名

氏名

円ですので､ご確認下さい｡

印

(正)財団法人日本バドミントン協会　御中

(副)第26回全日本シニアバドミントン選手権大会事務局　御中

(拷)申込み都道府県協会で保管



主管団体よりの補足)説明資料

平成21年6月吉日

福島県バドミントン協会

各都道府県)予選会を勝ち抜かれましての｢第26回　全日本シニアバドミントン選手権大会｣

ご出場､まことにおめでとうございます｡

当協会では､本大会時において､参加選手ならびに役員の皆様を万全の体制で､お迎え出来

るべく､今から､諸準備にあたっているところです｡

補足本題となります､｢大会要項｣の第11項:参加資格,第12項:参加制限につきまして､

主管団体より､説明させていただきます｡

本件につきましては､主催団体であります､財団法人)日本バドミントン協会と事前合意を取り

つけている内容であることを､申し添えます｡

【参加資格】
･大会要項　第1ト(1)項

【参加制限】
･大会要項　第12-(4)項

前年度本大会　各種目ベスト8以上の者｡ (ただし該当種目に限る)

参加申込状況により､主管県の判断で追加参加を認めることができる

※当主管県では､昨年度)愛知大会と同様に､各種目ベスト16以上の者も､推薦参加を認めることと

致しました｡　　注).昨年度本大会のベスト16以上までのリスト(選手名)を添付してあります｡

なお､該当種目に限りますが､推薦対象者の年齢によっては､上部年齢での種目参加となる場合も

ありえます｡その際は､上部年齢の部での出場参加を認めます｡ ⇒　シード等は主催者一任.

<別件>

①.大会に関する問合せについて

電話による問合せは､原則)お控え願います｡ Faxまたはメールによるものとしてください｡

②.申し込み記入時におきまして､添付の｢フロッピィディスク｣に､不具合が生じることも懸念されます｡

その際は､メール(下記アドレス､大会事務局兼福島県バドミントン協会事務局)による送付も｢可｣

と致します｡が､メールで送付したという報告を､必ず王墓にて行って下さい｡

｢第26回　全日本シニアバドミントン選手権大会｣大会事務局

〒965-0875　福島県会津若松市米代二丁目4-18　｢ウイングスポーツ｣鈴木町子気付

Fax : 0242-27-6885 (TEL 27-6850)/メールアドレス: wingsp@gol.com
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第26回全日本シニアバドミントン選手権大会

各都道府県別､ ｢選手割当て数｣

H20年度)一般登録人数×　卓二堕

ブロック 儂o. �79;儻ｸﾊykﾂ�日20年度 -用量登録者数 偬��ｩ�偃��ｨI9h,I�B�ブロック 儂o. �79;儻ｸﾊykﾂ�H20年度 一般登録者数 偬��ｩ�偃ぴ�ｨI9h,I�B�

1 冉ｸ､9;��1 冉ｸ､9;��2,441 ��#2�6 仗�R�25 仍�79Wｲ�1,882 涛R�

2 �8ﾉfｲ�2 ��)�位r�20 �����26 ��Xﾞ9Wｲ�4,123 �#�r�

3 舒(訷ﾊr�32 ��r��27 兌ｨﾌ侈r�2,621 ��3"�

4 亶ｸ�侈r�1,877 涛B��28 �=驂xﾊr�926 鼎r�

5 做�68ﾊr�172 湯��29 刎�慂�(ﾊr�25 ��2�

6 伜(ﾆ�ﾊr�212 免ﾂ�7 �(hﾙ��30 �+偃hﾊr�391 �#��

3 亊i8ﾂ�7 ���侈r�793 鼎���31 �8xﾚｨﾊr�22 ��"�

8 �<盈位r�80 鼎���32 �ｨ�(ﾊr�383 �#��

9 佛�F靆r�507 �#b��33 儘ﾉ8xﾊr�43 �#"�

10 俥仂ｨﾊr�1,98 ������34 伜(ﾏｸﾊr�943 鼎��

ll ��ywHﾊr�2,135 ���r�8 俶ﾈﾙ��35 俘��ﾈﾊr�1,42 都"�

12 �8ﾈｹ�72�3,571 ��s���36 �;�8xﾊr�448 �#2�

13 ���=��ﾈﾊr�3,231 ��c"��37 �IU�ﾊr�602 �3��

14 伜)yﾈﾊr�43 �#"��38 俘)&ﾘﾊr�39 �#��

4 冉ｹ�ﾘ里�15 ��hｨ8ﾊr�2,385 ��#��9 仞8�"�39 兀�ｨﾊr�1,289 田R�

16 �+ynﾈﾊr�52 �#r��40 俚(棹ﾊr�825 鼎"�

17 儻亥(ﾊr�73 �3r��41 �+xﾞ位r�362 ����

18 ����ﾈﾊr�1,57 都���42 估igｸﾊr�87 鼎B�

19 兀�Hﾊr�703 �3b��43 ��YZｨﾊr�98 鉄��

5 �8ﾈ､2�20 ��8圷ﾊr�683 �3R��44 亶ｸﾞ位r�171 湯�

21 �I&ﾘﾊr�4,053 �#�2��45 俾ﾘ髯8xﾊr�291 ��R�

22 倅�Hﾊr�90 鼎b��46 �ｹ>ｨﾊr�178 湯�

23 弍)Xﾈﾊr�881 鼎R�* 丶ｨﾜ9&��47 兀�8xﾊr�440 �#"�

6 仗�R�24 俾�棹ﾊr�335 ��r�総合計 劔51,950 �.h�9%YEi.b�



平成21年度｢年齢早見表｣
年齢区分 僖驃��生年月日の範囲 

30歳以上 �3��昭和53年4月2日～昭和54年4月1日 

31 傴ｩ��S)D紿ﾈ�)?ｨ��諸��S9D紿ﾈ��?｢�

32 傴ｩ��S�D紿ﾈ�)?ｨ��諸��S)D紿ﾈ��?｢�

33 傴ｩ��S�D紿ﾈ�)?ｨ��諸��S�D紿ﾈ��?｢�

34 傴ｩ��C僖紿ﾈ�)?ｨ��諸��S�D紿ﾈ��?｢�

35歳以上 �3R�昭和48年4月2日～昭和49年4月1日 

36 傴ｩ��CyD紿ﾈ�)?ｨ��諸��C吋紿ﾈ��?｢�

37 傴ｩ��CiD紿ﾈ�)?ｨ��諸��CyD紿ﾈ��?｢�

38 傴ｩ��CYD紿ﾈ�)?ｨ��諸��CiD紿ﾈ��?｢�

39 傴ｩ��CID紿ﾈ�)?ｨ��諸��CYD紿ﾈ��?｢�

40歳以上 鼎��昭和43年4月2日～昭和44年4月1日 

41 傴ｩ��C)D紿ﾈ�)?ｨ��諸��C9D紿ﾈ��?｢�

42 傴ｩ��C�D紿ﾈ�)?ｨ��諸��C)D紿ﾈ��?｢�

43 傴ｩ��C�D紿ﾈ�)?ｨ��諸��C�D紿ﾈ��?｢�

44 傴ｩ��3僖紿ﾈ�)?ｨ��諸��C�D紿ﾈ��?｢�

45歳以上 鼎R�昭和38年4月2日～昭和39年4月1日 

46 傴ｩ��3yD紿ﾈ�)?ｨ��諸��3吋紿ﾈ��?｢�

47 傴ｩ��3iD紿ﾈ�)?ｨ��諸��3yD紿ﾈ��?｢�

48 傴ｩ��3YD紿ﾈ�)?ｨ��諸��3iD紿ﾈ��?｢�

49 傴ｩ��3ID紿ﾈ�)?ｨ��諸��3YD紿ﾈ��?｢�

50歳以上 鉄��昭和33年4月2日～昭和34年4月1日 

51 傴ｩ��3)D紿ﾈ�)?ｨ��諸��39D紿ﾈ��?｢�

52 傴ｩ��3�D紿ﾈ�)?ｨ��諸��3)D紿ﾈ��?｢�

53 傴ｩ��3�D紿ﾈ�)?ｨ��諸��3�D紿ﾈ��?｢�

54 傴ｩ��#僖紿ﾈ�)?ｨ��諸��3�D紿ﾈ��?｢�

55歳以上 鉄R�昭和28年4月2日～昭和29年4月1日 

56 傴ｩ��#yD紿ﾈ�)?ｨ��諸��#吋紿ﾈ��?｢�

57 傴ｩ��#iD紿ﾈ�)?ｨ��諸��#yD紿ﾈ��?｢�

58 傴ｩ��#YD紿ﾈ�)?ｨ��諸��#iD紿ﾈ��?｢�

59 傴ｩ��#ID紿ﾈ�)?ｨ��諸��#YD紿ﾈ��?｢�

60歳以上 田��昭和23年4月2日～昭和24年4月1日 

61 傴ｩ��#)D紿ﾈ�)?ｨ��諸��#9D紿ﾈ��?｢�

62 傴ｩ��#�D紿ﾈ�)?ｨ��諸��#)D紿ﾈ��?｢�

63 傴ｩ��#�D紿ﾈ�)?ｨ��諸��#�D紿ﾈ��?｢�

64 傴ｩ���僖紿ﾈ�)?ｨ��諸��#�D紿ﾈ��?｢�

65歳以上 田R�昭和18年4月2日～昭和19年4月1日 

66 傴ｩ���yD紿ﾈ�)?ｨ��諸���吋紿ﾈ��?｢�

67 傴ｩ���iD紿ﾈ�)?ｨ��諸���yD紿ﾈ��?｢�

68 傴ｩ���YD紿ﾈ�)?ｨ��諸���iD紿ﾈ��?｢�

69 傴ｩ���ID紿ﾈ�)?ｨ��諸���YD紿ﾈ��?｢�

70歳以上 都��昭和13年4月2日～昭和14年4月1日 



第26回全日本シニアバドミントン選手権大会

｢開会式｣開催通知& ｢レセプション｣のご案内

各都道府県)予選会を勝ち抜かれましての｢第26回　全日本シニアバドミントン選手権大会｣

ご出場､まことにおめでとうございます｡本大会の開会式を下記のとおり開催致します｡

また　開会式終了後､大会参加の皆様方の親睦･交流を深めていただくことを狙いに､｢レセ

プション｣を企画しました､下記のとおりご案内致します｡

例年､2000名強の参加者を迎える本大会です｡たくさんの方々のご参加を､お待ち申し上げ

ております｡

記

【開会式】

1.日　　時

2.会　　場

【レセプション】

1.日　　時

2.会　　場

3.会　　費

4.申込方法

5.申込締切

6.申込先

7.振込口座

8.その他

平成20年11月20日(金)　pM5:30より

｢サンルートプラザ福島｣　　福島市大町7-ll (JR福島駅東口より徒歩7分)

h:02415251221 1

平成20年11月20日(金)　pM6:15より

開会式と同会場(サンルートプラザ福島)

4. 000円/1人.

別紙｢申込書｣にご記入の上､大会参加申込書と一緒に大会申込先まで､お送り

ください｡申込みと同時に､参加会費を下記口座へ振り込み願います｡

平成21年　8月29日(金)　※大会)申込み締切り期日と同日,

〒965-0875　福島県会津若松市米代二丁目4-18

｢ウイングスポーツ｣鈴木　町子　気付

第26回　全日本シニアバドミントン選手権大会大会事務局　宛

h:0242-27-6850　Fax:0242-2716885

金融機関:東邦銀行　門田支店

口座番号:普通口座　3363011

口座名義:第26回全日本シニアバドミントン選手権大会事務局)鈴木町子

レセプションでは､壷鎧圭の温かいおもてなし料理を多数用意しております｡

また､福島各地の豪華?名産物を景品とする楽しい｢抽選会｣ (空クジ無し)も予定

しています｡普段､食する軽い気持ちで､奮ってご参加下さい｡



第26回全日本シニアバドミントン選手権大会
｢開会式･レセプション｣参加申込書

都道府県名 ��

申込責任者　氏　名

参加者氏名 僖驃�� 参加者氏名 僖驃��

レセプション会責4,000円　×　　　　名　-

上記金額を

-月　-日に､(金融機関名) から振込みました｡


