
鹿児島県春季バドミントン選手権大会大会（個人戦）ガイドライン 

         （該当する選手・関係者の方は事前に確認をして下さい） 

 

■大会参加者に関する留意事項 
 

① 大会当日の朝，自宅で検温を行い「37.0℃以上の発熱」がある場合は参加を中止する。 

 

② 棄権時は,電話にて連絡する。 

 

③ 体育館の入口の消毒液にて「手・指の消毒」，「検温」 を必ず行うこと。 

 

④ 外履きは，各自袋を持参し自分の手元に置く。（下駄箱は使用しない。） 

 

⑤ 試合以外では,マスク着用を心がける。（１Ｆロビー,２Ｆ観覧席では必ずマスク着用） 

 

⑥ 更衣室は着替えのみとし，密を避けるよう各自が心掛けて利用する。 

 

⑦ 観戦は,指定された場所や席において距離を空けて行い,席を移動しての応援は行わない。 

 

⑧ 観戦中の応援は,声を出さず拍手などで行う。 

 

⑨ コートへの入退場は,指定された出入口を利用する。(移動の際は２ｍ以上間隔を空ける） 

 

⑩ ラケット・タオル等の用具の貸借はしない。 

 

⑪ 床の汗拭きは、モップもしくは所定の用具を使用する。 

 

⑫ 汗をコート内やコートサイドに投げない。 

 

⑬ シューズの裏を手で拭かない。 

 

⑭ 意識的に試合中の声出しはしない。 

 

⑮ プレーヤー同士やコーチとハイタッチ等の接触を行わない。 

 

⑯ コーチングは一定の距離を保ち、必要最小限に短時間で行う。 

 

⑰ ゴミは持ち帰り，自宅で処分する（感染症拡散防止の観点から）  

 

⑱ 自身の試合・役割（敗者審判等）の終了後は，観戦や応援をせず，速やかに帰宅を心がける。 

 



◆大会当日の選手の流れ  （各自，お読みの上，遵守して下さい。） 

選手・関係者が必ず持参する物： ①マスク（３枚以上） ， ②外履きを入れる袋 

 

本大会は「無観客」での対応となります。ただし，各クラブ（男・女ごと）で 

コーチ・スタッフとして３名までの入場を認めます。 

 選手以外の方は，体育館入口で受付登録をして入場下さい。なお，幼児， 

小学生，中学生，高校生の入場（同伴）は認めませんので，ご理解下さい。 

 

●体育館（観覧席）までの行動 
 

■ 参加者は大会当日の朝，検温を各自で行って下さい。 万一，発熱，倦怠感，咳，咽頭痛等の

自覚症状がある方は，参加を控えて下さい。（協会で体温計も用意してます。） 
 

■ 体育館の開館は８時１５分頃を予定しています。試合開始は９時開始予定。 

 

■ 選手の方は，タイムテーブルに記載されている時間帯に合わせて会場にお越し下さい。 

（分散入場にご協力を下さい。） 

 

■ 選手・関係者の方々は，必ずマスク着用をして下さい。なお，交換用マスクを３～４枚程度，

各自で必ず持参して下さい。 

 

■ 入館後，外履きを持参した袋に入れ，「検温」消毒液で必ず手・指の消毒を行ってから２階観

覧席にすみやかに移動して下さい。 ※下駄箱の使用は禁止 

 

■ 観覧席では，各自両手を広げた状態で，前後，左右ともあたらない間隔を確保してください。 

 

■ 密接場面を避けるため，近距離での会話や発声はしないよう心がけて下さい。なお，応援は拍

手のみでお願いします。 

 

●試合について 

 

■ 各試合前に公式練習（各種目の初回戦３分間，それ以降は２分間）を設けます。空きコートで

の練習，試合前の練習等はすべて禁止とします。 

 

■ １Ｆフロアへの出入口は，指定された扉を利用して下さい。  

 

■ 指定された扉は開けたままにします。２ｍの間隔を開けて，１名ずつ出入りして下さい。 

 

■ 競技やウォーミングアップ中を除いて，マスクを必ず着用して下さい。 

 

■ 試合を行う場合は，審判席に準備してある消毒液にて，手・指の消毒を主審・線審・選手全員

が行い，試合終了後も同じく消毒ならびに審判席，線審席等の消毒を行って下さい。 

 

■ 選手同士と審判との距離を保ちながらトスを行って下さい。試合前・後の選手同士や審判との



握手，また，試合途中での選手同士のハイタッチも自粛して下さい。 

 

■ コートサイドにかごやドリンクケースは設置しないので、各自バッグ等を持参し、コートサイ

ドの審判席から１ｍぐらい離れた場所に置き，ドリンクも各自のバッグに収容して下さい。 

 

■ コーチ席は２席，設けます。それ以外の方は，２Ｆ観覧席にお上がり下さい。 

 

●審判について 
 

■ コールは必要最小限でも構いませんが，点数はコールして下さい。 

⇒線審は指定の合図を行い，コールをしないで下さい。（主審とのアイコンタクトが重要） 

 

■ 主審，線審ともマスク着用を心がけて下さい。 

（敗者審判の際，呼吸が落ちつくまでは，一時的にマスク着用を免除します。） 

 

■ 審判の方は，試合前，試合後の選手，審判への消毒，備品への消毒を必ず行って下さい。 

 

■ 審判において，手袋・マスク等は本部でも準備してあります。必要に応じて使用して下さい。 

 

■ 審判は，原則，敗者審判とします。勝者の１名も線審の手伝いをする場合があります。 

 

●試合について 
 

■ すべて正式試合を行います。審判は，原則：敗者審判となります。 

 

■ 日本バドミントン協会認定のユニフォームを着用下さい。 

 

■ 公式練習は，試合挨拶を行ってから，初回戦：３分間，それ以降は２分間の練習を認めます。 

 

■ 試合球は，ニューオフィシャル（ヨネックス）を使用します。 

 

●その他 
 

■ 会場内の換気を常に行うため，一部の窓を開放する予定です。試合中，風の影響を受ける場合

もありますが，条件面は同じ状況ですので，ご理解をお願いします。 

 

■ 開会式は行わず，本部より挨拶，競技上の注意等をアナウンスします。 

表彰式も行いません。各種目の準優勝まで表彰しますので，帰る前に本部席にお越し下さい。 

 

※上記，感染症対策を遵守し、37.0℃以上あるなど体温に異常がみられる場合や，体調が優れない

場合には直ちに棄権してください。クラスターを発生させないことが最優先です。 



第６６回 鹿児島県春季バドミントン選手権大会 競技及び審判上の注意 

開催日：令和 3年 4月 24日（土）～25日（日）会 場： 伊集院体育館 

■ 「交換用マスク」3枚以上 

■ 「靴を入れる袋」     

※大会当日パンフレットは用意しません。ホームページから印刷して下さい。 

※万一，棄権の場合は，栗山・内木場の携帯まで連絡下さい。 

（当日の大会進行状況は，栗山 ＫＴ：090-4341-3837，内木場 KT 090-7382-8312 まで連絡下さい。） 

大会当日のスケジュール 

体育館 開館 ８時１５分  選手の方々で会場設営をお願いします。 

練習時間（コート開放） 当日判断 

競技上の説明 他 ８時５５分～ 

競技開始 ９時～ 

 

■分散入場を実施島鬆ので，タイムテーブルに記載してある時間を目安に会場にお越し下さい。 

（進行状況次第では遅れが生じる場合があります。） 

～ 選手の皆様は必ずお読みください ～ 

・ 本大会は，(公財)日本バドミントン協会競技規則及び大会運営規程を準用します。 

・ 試合時の服装は，(公財)日本バドミントン協会の審査合格品を着用とします。 

・ 全試合「正式試合」とします。3位決定戦は行いません。 

・ 試合と審判は，タイムテーブルの記載どおりの順番でコール（流し込み方式）します。 

・ 公式練習は，必要に応じて各試合前に２分間の同時練習（初回戦のみ 3分間）とします。 

・ 試合が連続する場合は，１０分間の休憩を取ります。 

・ 審判は，敗者線審（一部勝者も対応）とします。審判が不足する場合は本部で対応します。 

・ 表彰は，各クラス２位までとします。表彰式は各クラスの決勝戦終了後，随時行いますので，

入賞者は本部席までお越しください。 

・ 本大会のシャトルは，ヨネックスのニューオフィシャルを使用します。  

・ 上位進出選手においては，試合が連続することが予想されます。体調管理には自己責任の上

で十分注意して下さい。会場の状況によっては，途中で換気時間を設けることもあります。そ

の際は，本部より事前に換気開始時間を連絡します。試合途中の場合でも中断して換気を優先

しますので，ご理解をお願いします。（換気終了後は，中断した点数から試合開始とします。）  

各自，必ず持参すること！！ 



１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート

9:00 MD１ MD２ MD３ MD４ MD５ MD６ MD７ MD８ MD９

肥田木 長濱 東

千葉 リズコ・アスロ 梶村

ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ鹿児島 ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌ鹿児島 ＲＫＲ

主審：本部 主審：本部 主審：本部 主審：本部 主審：本部 主審：本部

MD１０

（２コート）

MD１１

（３コート）

MD１２

（4コート）

二回戦

ＭＤ１３
ＭＤ１４ ＭＤ１５ ＭＤ１６ ＭＤ１７ ＭＤ１８ ＭＤ１９ ＭＤ２０ WD１

WD２ WD３ WD４ 30WD１ ３０ＭＤ１ ４０WD１ ４０WD２

二回戦

ＭＤ２１
ＭＤ２２ ＭＤ２３ ＭＤ２４ ＷＤ５ ＷＤ６ ３０ＷＤ２ ３０MD２ ３０MD３

４０MD１ ５０MD１

ＭＤ２５ ＭＤ２６ WD７ 30WD３ ３０ＭＤ４ ４０WD３ ＭＤ２７（決勝）

１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート

9:00 ＭＳ１ ＭＳ２ ＭＳ３ ＭＳ４ ＭＳ５ ＭＳ６ ＭＳ７ ＭＳ８ ＭＳ９

肥田木

ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ鹿児島

谷山

鹿児島高専

勢瀬　（拓）

ＢＣ鹿児島

酒井

ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ鹿児島

小野

ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ鹿児島

川畑

指宿クラブ

千葉

ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ鹿児島

西川

よかよか

濱崎

cloud9

川淵

西紫原ｸﾗﾌﾞ

岩吉

鹿児島クラブ

有田

cloud9

勢瀬　（凌）

ＢＣ鹿児島

小川

京セラ

染木

ＢＣ鹿児島

田中

鹿児島飛翔

中里

ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ鹿児島

長濱

ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌ鹿児島ﾞ

主審：本部 主審：本部 主審：本部 主審：本部 主審：本部 主審：本部 主審：本部 主審：本部 主審：本部

ＭＳ１０ ＭＳ１１ ＭＳ１２ ＭＳ１３
二回戦

ＭＳ１５
ＭＳ２３ ＭＳ２８

２回戦

ＭＳ１４
ＭＳ１６ ＭＳ１７ ＭＳ１８ ＭＳ１９ ＭＳ２０ ＭＳ２１ ＭＳ２２ ＭＳ２４

ＭＳ２５ ＭＳ２６ ＭＳ２７ ＭＳ２９
三回戦

ＭＳ３０
ＭＳ３１ ＭＳ３２ ＭＳ３３

12:30 ＭＳ３４ ＭＳ３５ ＭＳ３６ ＭＳ３７ ３０ＭＳ１ ３０ＭＸ１ ４０ＭＸ１ 20MX１ 20MX２

WS１ WS２ ＭＳ３８ ＭＳ３９ ＭＳ４０ ＭＳ４１ ３０ＭＸ２ ３０ＭＳ２ ４０ＭＸ２

４０ＭＸ３ ２０ＭＸ３ ＷＳ３ ＭＳ４２ ＭＳ４３ ３０ＭＸ３ ３０ＭＳ３ ４０ＭＸ４ ＭＳ４４

ミックスは，１２時３０分頃から開始します。

初回戦

審判

鹿児島県春季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会　社会人部　２日目

鹿児島県春季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会　社会人部　１日目

MD１０

の対戦選手

終了後同コートで試合

MD１１

の対戦選手

終了後同コートで試合

MD１２

の対戦選手

終了後同コートで試合

初回戦

審判

３０ＭＤ，３０ＷＤは，１０時３０分頃から試合開始，４０ＭＤ，５０ＭＤは，１３時３０分頃から開始します。

本部対応 本部対応本部対応
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