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2023（令和 5）年度 

関東学生バドミントン連盟年間登録の説明 

（１）はじめに 

（２）登録について 

①春登録（本登録・個人登録）について 

②秋登録（本登録・個人登録）について 

③追加登録について 

（３）各種大会申し込みについて【関東学連主催】 

①関東大学春季リーグ戦 

 ①-1 申し込み 

 ①-2 レギュラー登録 

②関東学生選手権 

③関東大学秋季リーグ戦 

③-1 申し込み 

 ③-2 レギュラー登録 

④関東学生新人選手権 

（４）各種大会申し込みについて【全日学連主催】 

①全日本学生ミックスダブルス選手権 

②東日本学生選手権 

③全日本学生選手権 

（５）その他 
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（１）はじめに 
【年間スケジュール】 

 

【申し込み締切一覧】※文字をクリックすると説明ページを見ることが出来ます。 

 内訳 締切日（関東） 

Ⅰ 

-1 
（２）①春登録※ 

（３）①-1春リーグ申し込み※ 
2023年 3月 10 日（金） 

-2 
（２）③追加登録※ 

（３）①-2春リーグ レギュラー登録 
2023年 4月 21 日（金） 

Ⅱ 
（２）③追加登録※ 

（３）②関東選手権申し込み※ 
2023年 5月 12 日（金） 

Ⅲ 

（４）①インカレミックス申し込み※ 

※所属都道府県協会会長印が必要 

【データ】 

2023年 6月 23 日（金） 

【紙媒体＋振込】 

2023年 6月 28 日（水） 

Ⅳ 
（４）②東日本大会申し込み※ 【データ＋紙＋振込】 

2023年 6月 21 日（水） 

Ⅴ 

（２）②秋登録※ 

（２）③秋追加登録※ 

（３）③-1秋リーグ申し込み※ 

（３）③-2秋リーグ レギュラー登録 

2023年 8月 11 日（金） 

Ⅵ 

（４）③インカレ申し込み※ 

※所属都道府県協会会長印が必要 

【データ】 

2023年 9月 15 日（金） 

【紙媒体＋振込】 

2023年 9月 18 日（月） 

Ⅶ 
（２）③追加登録※ 

（３）④新人戦申し込み※ 
2024年 1月 19 日（金） 



 4 

※は振込が必要です。HP「各種書類」掲載の振込マニュアルを参照して振り込みを行っ

てください。（振り込み締切日は申し込み締切日と同様です。） 

（２）②秋登録は秋からの新規加盟校（春登録を行っていない）のみ振り込みが必要で

す。
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（２）①春登録（本登録・個人登録）について 

一覧へ戻る 

【春登録について】 

・本登録・個人登録は関東学生バドミントン連盟及び全日本学生バドミントン連盟が主

催する各種大会に参加するために必要な手続きです。「春登録」と「秋登録」の年 2 回

行われます。 

・春リーグ申し込みと同時に行われますが、春リーグに参加されない場合も登録が必要

となります。（登録を行わないと関東選手権等に参加できません。） 

・追加で個人登録をしたい場合（新入生など）は、（２）③追加登録にて手続きを行っ

てください。 

・費用については、HP 掲載の「振り込みマニュアル（①春季登録＋春季リーグ戦参加

費）」及び「各種費用一覧（1.全日本学生バドミントン連盟登録費 2.関東学生バドミン

トン連盟登録費）」を参照してください。（本登録費用は年 1回のみとなります。秋登録

も再度必要ですが、振り込みは年一度のみで結構です。） 

 

【申し込みの流れ】 

関東学連 HP（関東学生バドミントン連盟 (kantoibf.com)）から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。 

ファイル名を『所属リーグ・大学番号・大学名・春登録』（全角）とする。 

（例）３部Ａ・９９９９・学連大学・秋登録 

※大学番号は以下から確認してください。 

各種書類 | 関東学生バドミントン連盟 (kantoibf.com) →その他お知らせ 

↓↓↓ 

以下に記載の本登録・個人登録提出用フォーム（Google フォーム）に入力したファイ

ルを添付して提出。 

https://forms.gle/7DwXif5L5YQ4Bjf8A 

↓↓↓                   ↓↓↓                            

提出完了画面で「回答を記録しました」

と記載あれば提出完了となります。 

 

← 

全ての項目が入力されていないと登録完

了となりません。 

    ↓↓↓                    

ファイル入力に不備がある場合は個別に連絡する場合があります。 

登録不備によって今季の大会に参加できない場合もあるので、ご注意ください。 

※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。 

※提出したファイルは年度終了時まで各大学責任者の元で保管して下さい。 

締め切りは 2023年 3 月 10日（金）23：59必着 

 

http://www.kantoibf.com/
http://www.kantoibf.com/document/
https://forms.gle/7DwXif5L5YQ4Bjf8A
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（２）②秋登録（本登録・個人登録）について 

一覧へ戻る 

【秋登録について】 

・本登録・個人登録は関東学生バドミントン連盟及び全日本学生バドミントン連盟が主

催する各種大会に参加するために必要な手続きです。「春登録」と「秋登録」の年 2 回

行われます。 

・秋リーグ申し込みと同時に行われますが、秋リーグに参加されない場合も登録が必要

となります。（登録を行わないと新人選手権等に参加できません。） 

・秋追加登録と同時に申し込みを行います。申し込みファイルの名簿には、秋追加登録

選手も含めて記入してください。 

・すでに春登録を行っている大学が新しく選手を追加する場合、秋追加登録も同時に行

ってください。（秋登録のみの提出だと、全選手の名前があるため追加選手の特定がで

きません） 

・本登録・個人登録費用は年 1回のみとなります。春登録をしている場合振込は必要あ

りません。（登録は必要です） 

 

【申し込みの流れ】 

関東学連 HP（関東学生バドミントン連盟 (kantoibf.com)）から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。 

ファイル名を『所属リーグ・大学番号・大学名・秋登録』（全角）とする。 

（例）３部Ａ・９９９９・学連大学・春登録 

※大学番号は以下から確認してください。 

各種書類 | 関東学生バドミントン連盟 (kantoibf.com) →その他お知らせ 

↓↓↓ 

以下に記載の本登録・個人登録提出用フォーム（Google フォーム）に入力したファイルを

添付して提出。 

https://forms.gle/7DwXif5L5YQ4Bjf8A 

↓↓↓                   ↓↓↓                            

提出完了画面で「回答を記録しました」

と記載あれば提出完了となります。 

 

← 

全ての項目が入力されていないと登録完

了となりません。 

    ↓↓↓                    

ファイル入力に不備がある場合は個別に連絡する場合があります。 

登録不備によって今季の大会に参加できない場合もあるので、ご注意ください。 

※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。 

※提出したファイルは年度終了時まで各大学責任者の元で保管して下さい。 

締め切りは 2023年 8 月 11日（金）23：59必着 

http://www.kantoibf.com/
http://www.kantoibf.com/document/
https://forms.gle/7DwXif5L5YQ4Bjf8A
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（２）③追加登録について 

一覧へ戻る 

【追加登録について】 

・追加登録は春登録で登録を行うことが出来なかった選手が各種大会参加するために必

要な手続きです。 

・春リーグ前、関東選手権前、秋リーグ前、新人選手権前の年 4回行われます。 

・追加登録は春登録を行った大学の選手を対象としています。 

例：春登録を行っていない大学は、春リーグ前、関東選手権前の追加登録を行うことは

できない。（秋登録からスタート） 

・費用に関しては、HP 各種書類掲載の「振り込みマニュアル」及び「各種費用一覧」

を参照してください。 

 

【申し込みの流れ】 

関東学連 HP（関東学生バドミントン連盟 (kantoibf.com)）から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。 

ファイル名を『所属リーグ・大学番号・大学名・追加登録』（全角）とする。 

（例）３部Ａ・９９９９・学連大学・春登録 

※大学番号は以下から確認してください。 

各種書類 | 関東学生バドミントン連盟 (kantoibf.com) →その他お知らせ 

↓↓↓ 

以下に記載の本登録・個人登録提出用フォーム（Google フォーム）に入力したファイルを

添付して提出。 

https://forms.gle/w97y1SH3mL4hFZyt5 

↓↓↓                   ↓↓↓                            

メール送信後、受取完了メールが送られ

ると、登録完了。 

 

← 

全ての項目が入力されていないと登録完

了となりません。 

    ↓↓↓                    

ファイル入力に不備がある場合は個別に連絡する場合があります。 

登録不備によって今季の大会に参加できない場合もあるので、ご注意ください。 

※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。 

※提出したファイルは年度終了時まで各大学責任者の元で保管して下さい。 

締め切りは「（１）はじめに」を参照してください。 

春リーグ前は 2023 年 4 月 21日（金）23:59必着 

 

 

http://www.kantoibf.com/
http://www.kantoibf.com/document/
https://forms.gle/w97y1SH3mL4hFZyt5
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（３）①-1関東大学バドミントン春季リーグ戦申し込みについて 

一覧へ戻る 

【春リーグ申し込みについて】 

・申し込み受付は、春登録と同時に行われます。両方とも忘れずにご提出ください。 

・春リーグに参加するためには、（３）①-1春リーグ申し込みのほかに、 

（２）①春登録、（２）③春追加登録（追加選手がいる場合）、（３）①-2春リーグレギ

ュラー登録の提出が必要です。いずれかの手続きが行われていない場合は参加すること

ができません。ご注意ください。 

 

【申し込みの流れ】 

関東学連 HP（関東学生バドミントン連盟 (kantoibf.com)）から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。 

ファイル名を『所属リーグ・大学番号・大学名・春リーグ』（全角）とする。 

（例）３部Ａ・９９９９・学連大学・春リーグ 

※大学番号は以下から確認してください。 

各種書類 | 関東学生バドミントン連盟 (kantoibf.com) 

↓↓↓ 

リーグ戦申込提出用フォーム（Googleフォーム）に入力したファイルを添付して提出する。 

https://forms.gle/paASp7Y2iVA7Ktso6 

↓↓↓                   ↓↓↓                            

提出完了画面で「回答を記録しました」

と記載あれば提出完了となります。 

← 

← 

全ての項目が入力されていないと登録完

了となりません。 

 ↓↓↓                    

ファイル入力に不備がある場合は個別に連絡する場合があります。 

登録不備によって今季の大会に参加できない場合もあるので、ご注意ください。 

※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。 

※提出したファイルは年度終了時まで各大学責任者の元で保管して下さい。 

 

締め切りは 2023年 3月 10日（金）23:59 必着。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kantoibf.com/
http://www.kantoibf.com/document/
https://forms.gle/paASp7Y2iVA7Ktso6
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（３）①-2関東大学バドミントン春季リーグ戦レギュラー登録用紙提出について 

一覧へ戻る 

【春リーグレギュラー登録について】 

・レギュラー登録は出場メンバー14名を登録するものです。（レギュラー登録されてい

ない選手は試合に出場できません。） 

・レギュラー登録は春追加登録と同時に行われます。両方とも忘れずにご提出ください。 

・レギュラー登録締め切り後、代表者会議までの期間のみレギュラー登録の変更及び追

加を行うことが出来ます。 

 

【申し込みの流れ】 

関東学連 HP（関東学生バドミントン連盟 (kantoibf.com)）から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。 

ファイル名を『所属リーグ・大学番号・大学名・春リーグ・レギュラー登録』（全角）とす

る。 

（例）３部Ａ・９９９９・学連大学・春リーグ・レギュラー登録 

※大学番号は以下から確認してください。 

各種書類 | 関東学生バドミントン連盟 (kantoibf.com) 

↓↓↓ 

リーグ戦レギュラー登録提出用フォーム（Google フォーム）に入力したファイルを添付し

て提出する。  

https://forms.gle/mdY1qHryGKdMnqVA7 

↓↓↓                   ↓↓↓                            

提出完了画面で「回答を記録しました」

と記載あれば提出完了となります。 

← 

← 

全ての項目が入力されていないと登録完

了となりません。 

    ↓↓↓                    

ファイル入力に不備がある場合は個別に連絡する場合があります。 

登録不備によって今季の大会に参加できない場合もあるので、ご注意ください。 

※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。 

※提出したファイルは年度終了時まで各大学責任者の元で保管して下さい。 

 

締め切りは 2023年 4 月 21日（金）23:59 必着。 

 

 

 

 

 

http://www.kantoibf.com/
http://www.kantoibf.com/document/
https://forms.gle/mdY1qHryGKdMnqVA7
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（３）②関東学生選手権申し込みについて 

一覧へ戻る 

【関東選手権申し込みについて】 

・関東選手権申し込みと同時に追加登録が行われます。 

・要項及び申し込みファイルの説明をよく読んで、不備がないように提出してください。 

 

【申し込みの流れ】 

・（３）①-1同様の手順で手続きを行ってください。 

・申し込みファイルおよび申し込みフォームは順次 HPに掲載します。 

 

締め切りは 2023年 5 月 12日（金）23:59 必着。 
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（３）③-1秋リーグ申し込みについて 

一覧へ戻る 

【秋リーグ申し込みについて】 

・春リーグと異なり、秋リーグは秋登録、秋リーグ申し込み、秋追加登録、秋リーグレ

ギュラー登録が同時に行われます。全て忘れずにご提出ください。 

・・春リーグに参加するためには、（３）③-1秋リーグ申し込みのほかに、 

（２）②秋登録、（２）③秋追加登録（追加選手がいる場合）、（３）③-2秋リーグレギ

ュラー登録の提出が必要です。いずれかの手続きが行われていない場合は参加すること

ができません。ご注意ください。 

・要項及び申し込みファイルの説明をよく読んで、不備がないように提出してください。 

 

【申し込みの流れ】 

・（３）①-1同様の手順で手続きを行ってください。 

・申し込みファイルおよび申し込みフォームは順次 HPに掲載します。 

 

締め切りは 2023年 8 月 11日（金）23:59 必着。 

 

 

（３）③-2秋リーグレギュラー登録について 

一覧へ戻る 

【秋リーグ申し込みについて】 

・レギュラー登録は出場メンバー14名を登録するものです。（レギュラー登録されてい

ない選手は試合に出場できません。） 

・春リーグと異なり、秋リーグは秋登録、秋リーグ申し込み、秋追加登録、秋リーグレ

ギュラー登録が同時に行われます。全て忘れずにご提出ください。 

・・春リーグに参加するためには、（３）③-1秋リーグ申し込みのほかに、 

（２）②秋登録、（２）③秋追加登録（追加選手がいる場合）、（３）③-2秋リーグレギ

ュラー登録の提出が必要です。いずれかの手続きが行われていない場合は参加すること

ができません。ご注意ください。 

・レギュラー登録締め切り後、代表者会議までの期間のみレギュラー登録の変更及び追

加を行うことが出来ます。 

・要項及び申し込みファイルの説明をよく読んで、不備がないように提出してください。 

 

【申し込みの流れ】 

・（３）①-2同様の手順で手続きを行ってください。 

・申し込みファイルおよび申し込みフォームは順次 HPに掲載します。 

 

締め切りは 2023年 8 月 11日（金）23:59 必着。 
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（３）④関東学生新人選手権申し込みについて 

一覧へ戻る 

【新人選手権申し込みについて】 

・新人選手権申し込みと同時に追加登録が行われます。 

・要項及び申し込みファイルの説明をよく読んで、不備がないように提出してください。 

 

【申し込みの流れ】 

・（３）①-1同様の手順で手続きを行ってください。 

・申し込みファイルおよび申し込みフォームは順次 HPに掲載します。 

 

締め切りは 2024年 1 月 19日（金）23:59 必着。 
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（４）各種大会申し込み【全日学連主催】(①全日本学生ミックスダブルス選手権②東

日本学生選手権③全日本学生選手権)について 

一覧へ戻る 

【注意点】 

・今後全日本学生バドミントン連盟 (japanibf.com)HP および関東学生バドミントン連盟 

(kantoibf.com)HP に掲載される情報をもとに不備なく手続きを行ってください。 

・特に、各書類の送付先、費用の振込先が全日本学連なのか関東学連なのか十分に注意し

てください。 

※振り込みは基本的に「各大学→関東学連→全日本学連 or 主管学連」の流れで行われ

ます。間違えて全日本学連に直接振り込まないように注意してください。 

※東日本大会申し込みの際には、関東地区推薦者選考会（インカレ決定戦）費用として

東日本大会参加者全員から大会参加金 500円/人を徴収します。HP各種書類掲載の振込

マニュアルを参照して振り込みをお願いします。 

※一種大会申し込み（インカレミックス・インカレ）には所属都道府県協会会長印の捺

印が必要です。インカレミックスは関東選手権期間中、インカレは東日本大会終了直後

に申し込みが行われます。事前に都道府県協会との連絡を取り、すぐに対応できるよう

に準備をお願いします。 

 

【締切】 

下記は、関東学連における締切です。全日本学連が掲載する要項に記載されている締切

より早めに設定してあります。提出忘れがないように注意してください。 

 内訳 締切日 

Ⅲ （４）①インカレミックス申し込み※ 

データ（各大学→関東） 

2023年 6月 23 日（金） 

紙媒体＋振込（各大学→関東） 

2023年 6月 28 日（水） 

Ⅳ （４）②東日本大会申し込み※ 
データ＋紙＋振込（各大学→関東） 

2023年 6月 21 日（水） 

Ⅵ （４）③インカレ申し込み※ 

データ（各大学→関東） 

2023年 9月 15 日（金） 

紙媒体＋振込（各大学→関東） 

2023年 9月 18 日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.japanibf.com/
http://www.kantoibf.com/
http://www.kantoibf.com/
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５．その他 

 

   提出完了後、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取る場合があります。 

 

  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・マナー違反等はペナルティの対象となり、年間を通して、大会運

営業務を課す場合があります。ペナルティが積み重なると大会出場を不許可とする場合

があります。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、各リーグ担当の学連委員まで連絡してください。 

3～6部各担当者名問い合わせ先 

男子 3部 青木 涼一郎・喜多 一貴 女子 3部 柳下 生帆・阿部 風花 

男子 4部 田中 宏樹・荒島 一太郎 女子 4部 野口 理帆・太田 陽菜 

男子 5部 北川 史翔・服部 嶺 女子 5部 佐川 藍美・欠端 怜香 

男子 6部 山家 一紗・江面 孝紀 女子 6部 池田 あかり・清水 美海 

 

※各リーグで LINEグループを設定しています。LINEグループに上記担当者が含まれて

います。LINE グループに招待されていない場合は、当番校に確認してください。ど

うしても不明な場合には、学連ホームページからお問い合わせください。 

※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。 

 

 


