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令和２年２月１１日（火） 

関東学生バドミントン連盟 



 

令和２年度 

関東学生バドミントン連盟 役員名簿 （案） 
 

 

会 長   平野 泰宏    大妻女子大学 

 

副 会 長   大束 忠司    日本体育大学 

        吹田 真士    筑波大学 

        平井 克英    東京女子体育大学 

        渡辺 英次    専修大学 

 

委 員 長   高橋 慶     日本大学４年 

 

副 委 員 長   高野 拓朗    日本体育大学４年 

        佐藤 優太    神奈川大学 ３年 

 

会 計   五島 あかり   日本体育大学３年 

 

監   事   兒嶋 昇     法政大学 

        一寸木 邦夫   青山学院大学 

 

常 任 役 員   金子 元彦    東洋大学         川合 光     早稲田大学 

        佐藤 健一郎   帝京大学         谷藤 千香    千葉大学 

 

常 任 委 員   阿部 文哉    法政大学 3年       日野 慈斗    日本大学３年  

 湊  彩華    東京女子体育大学 

 

学 連 役 員   平井 孔明    東京女子体育大学 

 

学 連 委 員   奥村 奈未    日本体育大学２年     川上 明香    日本女子体育大学 2年    

        國分 俊秀    法政大学２年       斎藤 晃輝    法政大学２年  

        中島 美咲    大妻女子大学２年     中林 寛貴    日本体育大学２年  

        密林 祐太    筑波大学２年 

 

全日本学生バドミントン連盟代議員（関東地区選出分） 

        大束 忠司    吹田 真士        高野 拓朗   佐藤 優太 

 

 

※学生は 4月からの学年で記載しております。 



令和 1 年（平成 31 年）度 事業報告 

 

 

前期定例総会              平成３１年３月２日（土） 

                     於：千葉商科大学 ７０２教室 

 

関東大学バドミントン春季リーグ戦    平成３１年４月２７日（土）～５月４日（土） 

                     於：日本体育大学健志台キャンパス 

 

春季リーグ入替戦            令和１年５月１１日（土）～５月１２日（日） 

                     於：千葉商科大学  

 

関東学生バドミントン選手権大会     令和１年６月１日（土）～６月２３日（日） 

                     於：葛飾区総合スポーツセンター 他 

 

後期定例総会              令和１年８月５日（月） 

                     於：東京女子体育大学 

 

第７回文部科学大臣杯争奪 全日本学生バドミントン ミックス選手権大会 

令和１年８月１０日(土)～８月１１日(日) 

                     於：千葉市千葉ポートアリーナ 

 

第６２回 東日本学生バドミントン選手権大会 

                    令和１年８月３０日（金）～９月６日（金） 

                     於：北海道札幌市きたえーる 

 

関東学連インカレ決定戦         令和１年９月４日（水） 

                     於：北海道札幌市きたえーる 

 

関東大学バドミントン秋季リーグ戦    令和１年９月１４日（土）～９月２２日（日） 

                     於：日本体育大学健志台キャンパス 

 

秋季リーグ入替戦            令和１年９月２８日（土）～９月２９日（日） 

                     於：法政大学多摩キャンパス 

 

第７０回 秩父宮・秩父宮妃杯争奪 全日本学生バドミントン選手権大会 

                    令和１年１０月１１日（金）～１０月１７日（木） 

                     於：神奈川県小田原市、秦野市 

 

 



関東学生バドミントン新人選手権大会   令和２年２月７日（金）～２月２９日（土） 

                     於：水元総合スポーツセンター、千葉大学 

市川塩浜体育館、都立小岩高校 

 

※全日本学連主催３級審判検定会     未実施 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊ 令和１年度 関東学連学連委員会・常任委員会等 ＊＊＊＊＊ 

 

第１回学連委員会    令和１年５月１１日（土） 千葉商科大学 

第１回常任委員会    令和１年５月１１日（土） 同上 

 

第２回学連委員会    令和１年７月２７日（土） 文書協議 

第２回常任委員会    令和１年７月２７日（土） 同上 

 

第３回学連委員会    令和１年９月２９日（日） 法政大学多摩キャンパス 

第３回常任委員会    令和１年９月２９日（日） 同上 

 

第４回学連委員会    令和１年１２月１４日（土） 早稲田大学 7 号館 

第４回常任委員会    令和１年１２月１４日（土） 同上 

 

第５回学連委員会    令和２年１月１９日（日） 早稲田大学 7 号館 

第５回常任委員会    令和 2 年１月２９日（水） 同上 

                    



＜収入＞

科目 予算額 決算額 増減 内訳 金額

登録費 13,506,000 13,340,000 -166,000 新規加盟金 120,000

関東学連個人登録費 5,040,000

全日本学連個人登録費 5,035,000

関東学連維持費 2,105,000

全日本学連加盟金 1,040,000

春季リーグ戦 4,028,000 4,014,000 -14,000 参加費 4,014,000

関東選手権 4,154,000 3,688,000 -466,000 個人ミックス 280,000

個人シングルス 1,716,000

個人ダブルス 1,692,000

インカレミックス 2,965,000 2,716,000 -249,000 参加費 516,000

全日補助金 2,000,000

協賛金 200,000 千葉県協会

東日本大会 5,723,500 4,967,500 -756,000 参加費 4,639,000

大会参加金 328,500

秋季リーグ戦 3,798,000 3,858,000 60,000 参加費 3,858,000

インカレ 8,098,000 9,000,525 902,525 参加費 3,027,525

協賛金 500,000 ラリーラリー

広告料 610,000

物販 83,000

全日補助金 4,780,000 団体戦返金補助含む

新人戦 0 0 0 団体戦 0

個人シングルス 0

個人ダブルス 0

事業収入 42,272,500 41,584,025 -688,475 41,584,025

一般 674,137 963,617 289,480 未払金収入 80,000

その他収入 570,400 全日家賃補助

広告料 220,000

利息 47

過払い金返金 93,170

一般収入 674,137 963,617 289,480 963,617

11,191,713

収入合計 54,138,350 53,739,355 -398,995 53,739,355

2018年度繰越金

2019年度　一般会計決算報告



＜支出＞

科目 予算額 決算額 増減 内訳 金額

春季リーグ戦 4,878,174 4,804,040 74,134 福利費 312,111 飲食代

消耗品費 82,268 事務用品

審判日当交通費 265,000

学連日当 478,000

旅費交通費 168,186

体育館施設使用料 441,000 日本体育大学

大会備品レンタル料 404,611 イスレンタル

シャトル代 1,930,620

通信費 0

パンフレット代 634,284

保険料 87,960

雑費 0

関東選手権 3,305,965 3,670,149 -364,184 福利費 95,256 飲食代

消耗品費 5,306

審判日当交通費 0

学連日当 460,000

旅費交通費 222,399

宿泊費 0

体育館施設使用料 855,670

シャトル代 1,797,558

通信費 0

パンフレット代 189,000

保険料 44,960

雑費 0

インカレミックス 2,216,648 2,998,769 -782,121 福利費 241,249 飲食代

消耗品費 96,665 事務用品

審判日当交通費 174,000

学連日当 109,000

旅費交通費 110,075

宿泊費 154,980

体育館施設使用料 550,620

組み合わせ会議 601,870

シャトル代 131,990

通信費 0

パンフレット代 231,120

保険料 0

2019年度　一般会計決算報告



看板代 97,200

大会記念品 500,000 Tシャツ代

東日本大会 5,915,422 5,449,717 465,705 福利費 15,146

消耗品費 11,890

審判日当交通費 0

学連日当 152,000

旅費交通費 213,341

宿泊費 418,340

体育館施設使用料 0

シャトル代 0

通信費 0

パンフレット代 0

保険料 0

雑費 0

北海道学連 4,639,000 東日本参加費

インカレ決定戦 178,716 16,000 162,716 福利費 0

消耗品費 0

審判日当交通費 0

学連日当 16,000

旅費交通費 0

宿泊費 0

体育館施設使用料 0

シャトル代 0

通信費 0

パンフレット代 0

保険料 0

雑費 0

秋季リーグ戦 5,042,222 4,885,974 156,248 福利費 309,603 飲食代

消耗品費 111,069 事務用品

審判日当交通費 252,000

学連日当 471,000

旅費交通費 162,347

宿泊費 0

体育館施設使用料 434,700 日本体育大学

大会備品レンタル料 434,980 イスレンタル

シャトル代 1,977,410

通信費 0

パンフレット代 642,945

保険料 89,920

雑費 0



インカレ 9,253,345 9,019,116 234,229 福利費 655,570

消耗品費 495,100

審判日当交通費 489,000

学連日当 419,102

旅費交通費 329,060

宿泊費 450,900

体育館施設使用料 714,665

大会備品レンタル料 232,000

組み合わせ会議 723,173

シャトル代 1,269,890

通信費 0

パンフレット代 801,900

保険料 0

大会記念品 300,300 Tシャツ代、タオル代

団体戦返金 1,260,000

看板代 187,000

雑費 691,456 可動式ポール、ネット

新人戦 0 0 0 福利費 0

消耗品費 0

審判日当交通費 0

学連日当 0

旅費交通費 0

宿泊費 0

体育館施設使用料 0

シャトル代 0

通信費 0

パンフレット代 0

保険料 0

雑費 0

事業支出 30,790,492 30,843,765 -53,273 30,843,765

一般 3,411,933 3,380,631 31,302 福利費 198,170 飲食代

消耗品費 369,359 事務用品

学連日当 538,648

旅費交通費 367,289

宿泊費 0

通信費 188,855

手数料 87,790

事務光熱費 64,244

会議施設使用料 32,000



事務所家賃 936,000

支払報酬 0

運送費 0

雑費 78,606 アサミソフト使用料

HP管理費 162,600

その他支出 149,070 昨年度のシャトル代

過払金返金 208,000

一般支出 3,411,933 3,380,631 31,302 3,380,631

全日登録費 5,902,000 6,075,000 -173,000 全日本学連登録費 6,075,000

支出合計 40,104,425 40,299,396 -194,971 40,299,396

収入合計 53,739,355

13,439,959

2019年度繰越金―2018年度繰越金 2,248,246

2019年度繰越金 収入合計―支出合計



 

監 査 報 告 書 
  

 

 

 

  

関東大学バドミントン連盟 2020 年度に関

わる決算報告書、諸帳票、出納帳、現金等

を監査の結果、とくに指摘に値する事項は

なく結果は相当であると認められました事

を報告いたします。 

 

 

 

 

                 2020年 2月 5日  

           関東学生バドミントン連盟 

             会計監査  兒 嶋 昇 



令和２年度 事業予定 （案） 

 

前期定例総会              令和２年２月１１日（火） 

                     於：東京女子体育大学４４０１教室 

 

関東大学バドミントン春季リーグ戦    令和２年４月２５日（土）～５月９日（土） 

                     於：日本体育大学健志台キャンパス、水元体育館 他 

                       

春季リーグ入替戦            令和２年５月１６日（土）～５月１７日（日） 

                     於：法政大学多摩キャンパス 

 

関東学生バドミントン選手権大会     令和２年６月６日（土）～６月末（予定） 

                     於：市川塩浜体育館、葛飾区総合スポーツセンター 他 

 

後期定例総会              令和２年   月   日（   ） 

                     於：未定 

 

第８回文部科学大臣杯争奪 全日本学生バドミントンミックスダブルス選手権大会 

令和２年８月１８日(火)～８月１９日(水) 

                     於：福島県いわき市総合体育館 

 

第６３回 東日本学生バドミントン選手権大会 

                    令和２年８月２８日（金）～９月４日（金） 

                     於：北海道旭川市 

 

関東学連インカレ決定戦         令和２年９月７日（予定） 

                     於：未定 

                 ※本年度は、東日本大会終了後、関東地区にて実施する。 

 

関東大学バドミントン秋季リーグ戦    令和２年９月１２日（土）～２１日（月）（予定） 

                     於：日本体育大学健志台キャンパス 他 

                   

秋季リーグ入替戦            令和２年９月２６日（土）～２７日（日）（予定） 

                     於：未定 

 

第７１回 秩父宮・秩父宮妃杯争奪 全日本学生バドミントン選手権大会 

                    令和２年１０月１６日（金）～１０月２２日（木） 

                     於：愛知県一宮市 

 

 



 

関東学生バドミントン新人選手権大会   令和３年２月（未定） 

                     於：未定 

 

 

※全日本学連主催３級審判検定会     令和  年   月   日（    ） 

                     於：未定 

 

※事業予定は、変更される場合があります。ホームページ及び Twitter で随時確認してください。 

 

 

 

＊＊＊＊＊ 令和２年度 関東学連学連委員会・常任委員会 ＊＊＊＊＊ 

 

第１回学連委員会    令和２年５月１７日（日） 

第１回常任委員会    令和２年５月１７日（日） 

                     

第２回学連委員会    令和２年７月２５日（土） 

第２回常任委員会    令和２年７月２５日（土） 

      

第３回学連委員会    令和２年９月２６日（土） 

第３回常任委員会    令和２年９月２６日（土） 

   

第４回学連委員会    令和２年１２月１２日（土） 

第４回常任委員会    令和２年１２月１２日（土） 

 

第５回学連委員会    令和３年１月２３日（土） 

第５回常任委員会    令和３年１月２３日（土） 

 

第６回学連委員会    令和３年２月２７日（土） 

第６回常任委員会    令和３年２月２７日（土） 

  



＜収入＞

科目 2019決算額 2020予算額 増減 内訳 金額

登録費 13,340,000 13,220,000 -120,000 新規加盟金 0

関東学連個人登録費 5,040,000

全日本学連個人登録費 5,035,000

関東学連維持費 2,105,000

全日本学連加盟金 1,040,000

春季リーグ戦 4,014,000 4,014,000 0 参加費 4,014,000

関東選手権 3,688,000 3,688,000 0 個人シングルス 280,000

個人ダブルス 1,716,000

個人ミックス 1,692,000

インカレミックス 2,716,000 370,000 -2,346,000 参加費 370,000

全日補助金 0

東日本大会 4,967,500 4,967,500 0 参加費 4,639,000

大会参加金 328,500

秋季リーグ戦 3,858,000 3,858,000 0 参加費 3,858,000

インカレ 9,000,525 0 -9,000,525 参加費 1,820,000

全日補助金 0

新人戦 0 3,164,000 3,164,000 団体戦 600,000 2018年度参照

個人シングルス 1,280,000 2018年度参照

個人ダブルス 1,284,000 2018年度参照

事業収入 41,584,025 33,281,500 -8,302,525 35,101,500

一般 963,617 963,617 0 未払金収入 80,000

その他収入 570,400 全日家賃補助など

広告料 220,000

利息 47

過払い金返金 93,170

一般収入 963,617 963,617 0 963,617

13,439,959

収入合計 53,739,355 47,685,076 -6,054,279 49,505,076

2019年度繰越金

2020年度　一般会計予算報告



＜支出＞

科目 2019決算額 2020予算額 増減 内訳 金額

春季リーグ戦 4,804,040 4,804,040 0 福利費 312,111 飲食代

消耗品費 82,268 事務用品

審判日当交通費 265,000

学連日当 478,000

旅費交通費 168,186

体育館施設使用料 441,000 日本体育大学、法政大学

大会備品レンタル料 404,611 イスレンタル

シャトル代 1,930,620

通信費 0

パンフレット代 634,284

保険料 87,960

雑費 0

関東選手権 3,670,149 3,670,149 0 福利費 95,256 飲食代

消耗品費 5,306 事務用品

審判日当交通費 0

学連日当 460,000

旅費交通費 222,399

宿泊費 0

体育館施設使用料 855,670

シャトル代 1,797,558

通信費 0

パンフレット代 189,000

保険料 44,960

雑費 0

インカレミックス 2,998,769 640,000 -2,358,769 福利費 10,000 飲食代

消耗品費 10,000 事務用品

審判日当交通費 0

学連日当 50,000

旅費交通費 100,000

宿泊費 100,000

体育館施設使用料 0

シャトル代 0

通信費 0

パンフレット代 0

保険料 0

雑費 0

2020年度　一般会計予算報告



中部学連 370,000 インカレミックス参加費

東日本大会 5,449,717 5,449,717 0 福利費 15,146

消耗品費 11,890

審判日当交通費 0

学連日当 152,000

旅費交通費 213,341

宿泊費 418,340

体育館施設使用料 0

シャトル代 0

通信費 0

パンフレット代 0

保険料 0

雑費 0

北海道学連 4,639,000 東日本参加費

インカレ決定戦 16,000 16,000 0 福利費 0

消耗品費 0

審判日当交通費 0

学連日当 16,000

旅費交通費 0

宿泊費 0

体育館施設使用料 0

シャトル代 0

通信費 0

パンフレット代 0

保険料 0

雑費 0

秋季リーグ戦 4,885,974 4,885,974 0 福利費 309,603 飲食代

消耗品費 111,069 事務用品

審判日当交通費 252,000

学連日当 471,000

旅費交通費 162,347

宿泊費 0

体育館施設使用料 434,700 日本体育大学、法政大学

大会備品レンタル料 434,980 イスレンタル

シャトル代 1,977,410

通信費 0

パンフレット代 642,945

保険料 89,920

雑費 0

インカレ 9,019,116 2,363,780 6,655,336 福利費 0



消耗品費 0

審判日当交通費 0

学連日当 120,000

旅費交通費 143,780

宿泊費 280,000

体育館施設使用料 0

シャトル代 0

通信費 0

パンフレット代 0

保険料 0

雑費 0

中部学連 1,820,000 インカレ参加費

新人戦 0 3,404,579 3,404,579 福利費 128,468

消耗品費 100,716

審判日当交通費 0

学連日当 456,000

旅費交通費 217,467

宿泊費 0

体育館施設使用料 940,760

シャトル代 1,159,248

通信費 0

パンフレット代 345,600

保険料 56,320

雑費 0

事業支出 30,843,765 25,234,239 -5,609,526 25,234,239

一般 3,380,631 3,231,561 -149,070 福利費 198,170 飲食代

消耗品費 369,359 事務用品

学連日当 538,648

旅費交通費 367,289

宿泊費 0

通信費 188,855

手数料 87,790

事務光熱費 64,244

会議施設使用料 32,000

事務所家賃 936,000

雑費 78,606 アサミソフト使用料

HP管理費 162,600

過払金返金 208,000

一般支出 3,380,631 3,231,561 -149,070 3,231,561

2018年度参照

2017年度参照



全日登録費 6,075,000 6,075,000 0 6,075,000

支出合計 40,299,396 34,540,800 -5,758,596 34,540,800

収入合計 49,505,076

14,964,276

2020年度繰越金―2019年度繰越金 1,524,317

2020年度繰越金 収入合計―支出合計



令和２年度 関東大学バドミントン春季リーグ戦要項 

 

１．主催・主管   関東学生バドミントン連盟 

２．後 援   神奈川県バドミントン協会 

３．協    賛   ヨネックス株式会社、ミズノ株式会社、（株）ＲＳＬジャパン、薫風スポーツ株式会社、 

A.M.E シャトルセンター、バドミントンプロショップ WEMBLEY、ラケットショップ

フジ、（株）ベースボールマガジン社、（株）アスリートプランニング 

４．期 日   令和２年４月２５日（土）～５月９日（土） 

５．開 催 地   関東各都県 

６．日 程 

 （１部、２部）  （１）開会式  ４月２５日（土）  

          （２）競技日程 ４月２５日（土）、２６日（日）、５月２日（土）、５月３日（日）、 

                  ５月 ９日（土） 

          （３）閉会式  ５月 ９日（土） 競技終了後 

 （３部～６部）     競技日程 ４月２５日（土）～５月 ９日（土）に実施のこと 

 （入れ替え戦）     競技日程 ５月１６日（土）～５月１７日（日） 

７．会 場 

 （１部、２部）   日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 

 〒２２７－００３３ 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町１２２１－１ 

           葛飾区水元総合スポーツセンター 

               〒１２５－００３２ 東京都葛飾区水元１－２３－１ 

 （３部～６部）   各部当番校指定会場とする 

 （入れ替え戦）   法政大学多摩キャンパス 

〒１９４－０２９８ 東京都町田市相模原町４３４２ 

８．種 目   団体戦 男子・女子 ２複３単（登録男子１４名、女子１４名）のリーグ戦 

           ただし、登録人数が４名に満たない場合はリーグ戦に出場できない 

９．競 技 規 則   令和２年度（公財）日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程、同公認審判員規

程による 

10．競 技 方 法   総当たりリーグ戦方式とする 

           対戦の順番は第１単、第２単、第１複、第２複、第３単とする  

11．使用用器具  （１）（公財）日本バドミントン協会検定・審査合格用器具 

          （２）令和２年度（公財）日本バドミントン協会検定合格水鳥球 

12．参 加 資 格  （１）令和２年度（公財）日本バドミントン協会会員登録を完了している者 

           （２）令和２年度全日本学生バドミントン連盟及び関東学生バドミントン連盟登録を 

             完了している者 

          （３）追加登録選手の参加は４月１日（水）から４月１５日（水）２３：５９までに 

申し込みを完了すること 

13．参 加 料  （１）参加料 別紙「令和２年度関東学生バドミントン連盟費用一覧」を参照 

          （２）振込方法 別紙を参照のこと 

14．申し込み締切日   令和２年３月７日（土）２３：５９必着 

15．申し込み方法   申し込みファイルを参照のこと 

16．表 彰   各部、３位まで表彰する 



 

17．代表者会議     

 （１部、２部）    令和２年４月２５日（土） 

              代表者会議   １１：００～ 

               会 場   日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 

              （注）各大学、部長・監督・主将・主務のいずれかが出席すること。 

（３部以下）    各部リーグ戦初日の大会開始前に当番校指示の下行ってください。 

18．大会事務局   〒２２７‐００３３ 

           神奈川県横浜市青葉区鴨志田町５６０‐５ サンヒルズ金子３０３ 

           関東学生バドミントン連盟委員長 高橋 慶 090-2815－1923 

19．着 衣   色付き着衣を使用する場合は、競技の品位を保つために、(公財)日本バドミントン協会

審査合格とし、上衣ウエアの背面には大学名を必ず明示すること。また、ゼッケンを使

用する場合は必ず４隅を固定すること。 

20．備 考   （１）団体戦メンバーの登録は４月１６日（木）レギュラー登録用紙をメールで提出 

             ＊HP からダウンロードし、指示に従って提出するようお願いします 

（２）団体戦メンバーの登録は規定人数内であれば代表者会議においてレギュラー登録

変更用紙を通して選手の削除、入替、追加を認める。 

   この後の変更は認めない（入れ替え戦も含む）。 

（３）試合時、登録メンバーの他、申請された部長、監督、コーチ、主将、主務のベン

チ入りを認める（但し、椅子の数以内とする）。 

（４）勝敗が決定した後のメンバーチェンジは、両監督（不在時は主将）の了解を得た

上で行う事が出来る。その場合オーダー変更用紙を記入の上、大会本部に提出し

なければいけない。 

（５）当番校は、日程・会場が決まり次第、また全日程が終了したら大会事務局まで所

定の方法で報告すること。 

（６）事故があった場合、応急処置は行うが、その後の責任は各参加者の負担とする。 

（７）病気・事故に備えて、各自健康保険証を持参すること。最低保障の傷害保険には

加入しています（プログラム参照）。 

（８）打楽器等（シャトルの筒を含む）の道具を使用した応援を禁止とする。 

（９）大会参加に関して提供される個人情報は、本大会活動に使用するものとし、これ

以外の目的で使用することはありません。 

 

注．関東学生バドミントン連盟からのお願い 

    （１）ゴミの持ち帰りにご協力ください。 

    （２）喫煙は決められた所定の場所で行うようにしてください。   



オーダー提出・練習・メンバーチェンジについて 

 

オーダー用紙提出時間は、当番校が進行状況を見ながら必ず１５分前までに参加大学に

連絡してください。提出は全大学が揃ってから同時に行ってください。 

オーダー交換は全大学が同時にオーダーを提出した後、レギュラー登録選手を確認し、記

載の選手氏名が正確に記入されているか、記載責任者の捺印がされているかを確認して、

問題がなければ全体に公表してから『副』を対戦校同士で交換し『正』を本部で受け取っ

てください。ただし、第２試合等で試合開始がずれる際には対戦校同士と本部の立会いの

下で同等の作業を行ってください。 

 

オーダー用紙提出時間を、進行状況を見ながら必ず１５分前までに参加大学に連絡。 

↓↓↓ 

提出時刻に全大学が揃った時点で提出をさせる。 

↓↓↓ 

公表前に当番校はレギュラー登録用紙で選手を確認。 

↓↓↓                   ↓↓↓                            

確認後、問題がなければオーダーは受理。  確認後、問題があれば大学の代表者に再度

確認し、訂正ののち提出させる。二度目の

不備は認めない。 

                          ↓↓↓ 

確認後、問題なければオーダーは受理。 

↓↓↓                   ↓↓↓ 

オーダー用紙を公表し『副』を対戦校同士で交換。『正』本部で保管。 

↓↓↓ 

各大学に試合開始時間、試合開催コート、練習時間の確認・指示。 

↓↓↓ 

試合開始 

↓↓↓ 

どちらかの大学が３勝し対戦校との勝敗が決定時点から、メンバーチェンジが可能。 

メンバーチェンジを行う場合は両大学の監督（または主将）に同意を得た後に、所定のオ

ーダー変更用紙に変更前・変更後の選手の氏名をフルネームで記載し記載責任者が捺印し

て大会本部（＝当番校）に提出。自筆のものに限る。 

 

※ 記載責任者・記載者とは登録されている、部長、監督、コーチ、主将、主

務に限る。それ以外の場合は捺印がある場合でも受け付けません。入れ替

え戦も含む。 

 



令和２年度 関東学生バドミントン選手権大会 要項 

 

１．主催・主管   関東学生バドミントン連盟 

２．後   援   東京都バドミントン協会 

３．協   賛   ヨネックス株式会社、ミズノ株式会社、（株）ＲＳＬジャパン、薫風スポーツ株式会社、 

A.M.E シャトルセンター、バドミントンプロショップ WEMBLEY、ラケットショップフ

ジ、（株）ベースボールマガジン社、（株）アスリートプランニング 

４．期   日   2020年６月６日（土）～6月末（予定） 

５．開 催 地   関東各都県 

６．会    場   法政大学多摩キャンパス、葛飾区総合スポーツセンター体育館、市川市塩浜市民体育館 他 

７．種    目   男子・女子 単・複  A・B、混合複 A（Bはなし） 

８．競 技 規 則   2019‐2020年度（公財）日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程、同公認審判員 

規定による 

９．競 技 方 法   各種目トーナメント方式とする 

10．使用用器具   （１）（公財）日本バドミントン協会検定・審査合格用器具 

           （２）令和 2年度（公財）日本バドミントン協会検定合格水鳥球 

11．参 加 資 格   （１）令和 2年度（公財）日本バドミントン協会会員登録を完了している者 

          （２）令和 2年度全日本学生バドミントン連盟及び関東学生バドミントン連盟登録を 

             完了している者 

          （３）追加登録選手の参加は４月 1日（水）～４月１５日（水）２３：５９までに申込を

完了すること     

          （４）過去に Aブロック出場経験或いは、Bブロック優勝経験のある者については Aブロ

ックのみ出場可とする。また、各種目出場は同一ブロックに限る。 

          （５）混合複は、令和 2年度全日本学生ミックスダブルス選手権大会の有資格者同士によ

るペアリングでの参加を不可とする（詳細は別紙参照）。 

12．参  加  料   （１）参加料   単 A・Bブロックともに２，０００円 

                   複 A・Bブロックともに４，０００円 

                   混合複 Aブロック   ４，０００円 

          （２）振込方法  ホームページ参照 〆切 令和２年５月８日（金）２３：５９ 

13．申し込み〆切  令和２年４月２０日（月）～令和２年５月１日（金）２３：５９まで 

14．申し込み方法  申し込みファイルを参照のこと 

15．表      彰   各種目、３位まで表彰する 

16．大会事務局   〒２２７‐００３３ 

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町５６０‐５ サンヒルズ金子３０３ 

          関東学生バドミントン連盟委員長 高橋 慶   tel 090-2815－1923 

17．着      衣   色付き着衣を使用する場合は、競技の品位を保つために（公財）日本バドミントン協会 

検査合格品とし、上衣ウエアの背面には大学名を必ず明示すること。また、ゼッケンを 

使用する場合は必ず４隅を固定すること。 

18．備      考    （１）事故があった場合、応急処置は行うが、その後の責任は各参加者の負担とする。 

          （２）病気・事故に備えて、各自健康保険証を持参すること。 

          （３）大会参加に関して提供される個人情報は、本大会活動に使用するものとし、これ 

             以外の目的で使用することはありません。 

注．関東学生バドミントン連盟からのお願い 

          （１）ゴミの持ち帰りにご協力ください。 

          （２）喫煙は決められた所定の場所で行うようにしてください。         以上 



2020年 2月 11日 

 

関東学生バドミントン選手権大会 混合複種目の参加基準 

 

関東学生バドミントン連盟 

 

関東学生バドミントン選手権大会において、混合複種目の参加基準を以下の通りとす

る。 

 

＜目的＞ 

① 全日本学生バドミントンミックスダブルス選手権大会（以下、インカレミックス大

会）被推薦者選出のため 

② 関東学生バドミントン連盟内での混合複種目の普及・強化のため 

 

なお、インカレミックス大会被推薦者選出を優先するため、以下の通り、対象ブロック、

参加資格を制限する。 

 

・Aブロックのみに設置する。 

・当該年度のインカレミックス大会の有資格者同士によるペアリングでの参加を不可とす

る（有資格者は後日発表）。男子または女子どちらかが有資格者であっても、相手ペア

が無資格であれば、参加可能。被推薦者として選出された際には、本大会に参加したペ

アリングでのみインカレミックス大会への出場申込を受け付ける。 

 

例： 

① 男子 Aさん（インカレミックス大会参加資格なし）と女子 Bさん（インカレミックス

大会参加資格なし）のペアリング→参加可能 

② 男子 Cさん（インカレミックス大会参加資格あり）と女子 Bさん（インカレミックス

大会参加資格なし）のペアリング→参加可能 

③ 男子 Cさん（インカレミックス大会参加資格あり）と女子 Dさん（インカレミックス

大会参加資格あり）のペアリング→参加不可 

 

上記①で被推薦者に選出された場合、Aさん、Bさんともに本大会のペアリングでのみイ

ンカレミックス大会参加申込可能。 

上記②で被推薦者に選出された場合、Bさんは Cさんとのみインカレミックス大会参加申

込可能。被推薦者への選出有無に関わらず、Cさんはインカレミックス大会有資格者との

参加申込も可能。 

 

以上 



令和 2 年度関東学生バドミントン連盟 登録費・参加費 

 

関東学生バドミントン連盟 

１．全日本学生バドミントン連盟登録費（年１回のみです) 

①全日本学生バドミントン連盟加盟金 

5,000 円／校 

②全日本学生バドミントン連盟個人登録費 

2,000 円／人 

 

２．関東学生バドミントン連盟登録費（年１回のみです) 

①関東学連年間加盟費 

10,000 円／校 

②春季リーグ参加料 

 参加費 備 考 

１部・２部 50,000 円  

３部・４部 20,000 円  

５部・６部 14,000 円  

③関東学連個人登録費 

2,000 円／人 

 ④新規加盟金(再加盟含む)  20,000 円 

 

３．追加登録（春季本登録に間に合わなかった個人のみです。年３回受付があります。秋季も同様。） 

①全日本学生バドミントン連盟個人登録費 

2,000 円／人 

②関東学連個人登録費 

2,000 円／人 

４．東日本学生バドミントン選手権大会参加費 

 ＊インカレ決定戦の資金のため 関東学連が集金する 

500円／人 

４．関東学生バドミントン選手権大会参加費 

①シングルス参加費 

2,000 円／人 

②ダブルス参加費 

4,000 円／組 

５．各費用締め切り 

    関東学連の HP（各費用振込マニュアル）参照 

 

※ (公財)日本バドミントン協会・各都県バドミントン協会登録 

関東学連や全日本学連主催(主管)の大会に参加するには、(公財)日本バドミントン協会の登録が 

  必要です。必ず、大学所在地の都県のバドミントン協会を通じて 登録を行ってください。 

登録の方法は各都県協会によって異なりますので、各大学は申込締切に間に合うよう早めの登録を

して下さい。 
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令和２年度関東学生バドミントン連盟 

年間登録・各大会の申し込み方法の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年２月１１日（火） 

関東学生バドミントン連盟 
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令和２年度 

関東学生バドミントン連盟年間登録の説明 

 

 

 

１ 関東学生バドミントン連盟本登録・個人登録について 

 

２ 関東大学バドミントン春季リーグ戦申し込みについて 

 

３ 関東学生バドミントン選手権大会申し込みについて 

 

４ 関東学生バドミントン連盟個人追加登録について 

 

５ その他 
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１．令和２年度関東学生バドミントン連盟本登録・個人登録について 

 

関東学連ホームページ上から本登録申込ファイルをダウンロードする。 

↓↓↓ 

説明をよく読み、必要事項を全て入力し、ファイル名を『所属リーグ・大学番号・大学名・

部・本登録』（全角）に設定して保存する。（例）３部Ａ・９９９９・学連大学・春登録 

↓↓↓ 

関東学連(kantoibf.league@gmail.com）に入力したファイルを添付して送信する。 

その際、件名はファイル名と同じにする。 

↓↓↓                   ↓↓↓                            

メール送信後、受取完了メールが送られ

ると、本登録完了。 

 

← 

← 

受取完了メールが送られない場合は、アド

レス・件名が指定通り正しく入力されてい

ません。正しく入力されているかを確認の

後、再度送信。 

    ↓↓↓                    

ファイル入力に不備がある場合はこちらから連絡し、再度送り直しとなります。 

 

※ 期日よりも早めにファイルを送信してください。いかなる場合も期限を過ぎての申込み

は受け付けられません。 

※ 入力したファイル・控えの用紙は年度終了時まで各大学責任者の元で保管して下さい。 

 本文には必ず大学番号・大学名・送信者氏名を記入してください。 

 

締め切りは令和２年３月７日（土）２３：５９必着 
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２．令和２年度関東大学バドミントン春季リーグ戦申し込みについて 

 

関東学生バドミントン連盟ホームページ上から春リーグ戦申込ファイルをダウンロードし

て保存する。 

↓↓↓ 

説明をよく読み、必要事項を全て入力し、ファイル名を『所属リーグ・大学番号・大学名・

部・春リーグ』（全角）に設定して保存する。（例）３部Ａ・９９９９・学連大学・春リー

グ 

↓↓↓ 

関東学連（kantoibf.league@gmail.com）に入力・保存したファイルを添付して送信する。 

その際、件名はファイル名と同じにする。 

↓↓↓                   ↓↓↓                            

メール送信後、受取完了メールが送られ

ると、登録完了。 

 

← 

← 

受取完了メールが送られない場合は、アド

レス・件名が指定通り正しく入力されてい

ません。正しく入力されているかを確認の

後、再度送信。 

 

 

※ 入力したファイル・控えの用紙は年度終了時まで各大学責任者の元で保管して下さい。 

本文には必ず大学番号・大学名・送信者氏名を記入してください。 

 

 

締め切りは令和２年３月７日（土）２３：５９必着 
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３．関東学生バドミントン選手権大会申し込みについて 
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４．関東学生バドミントン連盟個人春追加登録に関して 

 

春季リーグもしくは関東選手権大会に出場の意思のある選手で、春登録をしていない場合

は追加登録で選手登録をする。関東学生バドミントン連盟ホームページより追加登録用紙

ファイルをダウンロードする。 

↓↓↓ 

説明をよく読み、必要事項を全て入力し、ファイル名を『所属リーグ・大学番号・大学名・

部・春追加』（全角）に設定して保存する。（例）３部Ａ・９９９９・学連大学・春追加 

↓↓↓ 

関東学連（kantoibf.addition@gmail.com）に入力したファイルを添付して送信する。 

その際、件名はファイル名と同様する。 

↓↓↓                   ↓↓↓                            

メール送信後、受取完了メールが送られ

ると、登録完了。 

 

← 

← 

受取完了メールが送られない場合は、アド

レス・件名が指定通り正しく入力されてい

ません。正しく入力されているかを確認の

後、再度送信。 

 

 

入力したファイル・控えの用紙は年度終了時まで各大学責任者の元で保管して下さい。本

文には必ず大学番号・大学名・送信者氏名を記入してください。 

 

※ 関東選手権大会の出場には春登録・追加登録までに登録した選手が対象です。関東選手

権大会申込み前に再度追加登録はございません。登録選手に漏れがないように注意して

ください。 

 

 

締め切りは令和２年４月１日（水）から４月１５日（水）２３：５

９の期間に申し込みを完了すること 
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５．その他 

   メールが関東学連に届き、記入漏れ等がないことが確認されて初めて登録となりま

す。期限を過ぎてからの受付は無効となりますのでご注意ください。また、各種申込

み書類には入力責任者の連絡先を記入する欄を設けますので、必ず記入してください。 

 

  リーグ戦、関東選手権大会の出場には、全日本・関東学連の登録以外に日本バドミン

トン協会の登録が必要となります。日本バドミントン協会の登録につきましては大学所

在地の都県協会に確認の上、登録するようにしてください。日本バドミントン協会に登

録せず出場した場合、不正出場となり団体として厳しい処置を考えます。 

 

  記入漏れ等の書類不備については大会参加を認めません。十分注意して期日より早め

に各種申込書類の作成をし、提出してください。 

 

 書類不備・ルール・マナー違反等は始末書の対象となります。始末書は１年間有効と

なり合計３枚になると、１年間の試合への出場ができません。くれぐれもご注意くださ

い。 

 なお、不正出場に関しては、除名を含めた厳しい処置を考えます。絶対に行わないよう

にしてください。 

 

 

 

不明な点があれば下記まで連絡してください。ただし、電話による問い合わせは、つな

がらないこともあるのでメールも併せてご使用ください。 

 

◇関東学生バドミントン連盟  委員長 高橋 慶   

 (全般に関すること)       090-2815-1923 

◇関東学生バドミントン連盟ホームページ 

        http://www.kantoibf.com        

◇関東学生バドミントン連盟メールアドレス 

kantoibf.madoguti@gmail.com  

 

※メールを送るときには、必ず件名に大学番号と大学名を入れてください。 

 件名にない場合には確認作業に時間がかかるため返信が遅くなることがあります。 



 

【 各費用振り込みマニュアル 】 
 

１．見本の振込用紙を書きかたにしたがって、必要事項をすべて記入し郵便振り込み  

  にて送ること。 

※振込は大学名・大学番号を明記の上で、男女別に振り込むこと！！ 

※男女合算による振込、「電信」での振込は不可とする！！ 

※大学番号を必ず記入すること！！ 

 

 

振込先：ゆうちょ銀行     口座記号番号 ００２００－５－８０７０８ 

関東学生バドミントン連盟 

  

２．振込種類は次の６種類とする 

① 春季登録＋春季リーグ戦参加費 ②関東選手権 ③秋季リーグ戦参加費 

④新人戦参加費 ⑤追加登録費（年に３回⇒関選前、東日本大会前、新人戦前） 

⑥新規登録費 

※ ①から⑥をそれぞれ振込用紙で振り込むこと。 

 

 

※  受領証は各大学責任者の元で保管してください。 


