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第３０回若葉カップ全国小学生バドミントン記念大会開催要項 

 

１．開催趣旨 

全国の小学生にバドミントン競技をする機会を広く提供し、同競技を通じて少年少女相互

の交流と友情を深めるとともに、体力の増強と健全で豊かな“スポーツ心”の育成を趣旨と

して、都道府県予選大会を勝ち抜いたクラブ対抗団体戦として開催する。 

 

２．主  催 

公益財団法人日本バドミントン協会・日本小学生バドミントン連盟・長岡京市 

 

３．主  管 

長岡京市教育委員会・京都府バドミントン協会・公益財団法人長岡京市体育協会 

 

４．後  援（申請予定） 

文部科学省・京都府・京都府教育委員会・公益財団法人京都府体育協会・朝日新聞社・ 

京都新聞社・産経新聞京都総局・日本経済新聞社京都支社・毎日新聞社京都支局・ 

読売新聞京都総局・ベースボール マガジン社・ＮＨＫ京都放送局・ＫＢＳ京都 

 

５．特別協賛 

株式会社村田製作所（本社：長岡京市） 

 

６．協  賛（申請予定） 

京都乙訓ロータリークラブ・京都西山ロータリークラブ・株式会社ゴーセン 

ヨネックス株式会社・ミズノ株式会社・ヒロウン株式会社・メトロレジャー株式会社 

アメアスポーツジャパン株式会社・日本バドミントン専門店会 

 

７．期日および日時 

都道府県予選大会：平成２６年５月上旬～６月上旬 

６月２９日（日）１３時００分～ 公開抽選会(長岡京市西山公園体育館) 

全国大会：平成２６年８月１日（金）～８月４日（月） 

第１日 ８月 １日（金）１２時００分～ 監督代表者会議 

１３時００分～ 開会式 

１４時００分～ エキシビション 

１５時１５分～ 予選リーグ 

１９時００分～ 交流レセプション 

（監督代表者・コーチ・役員等） 

第２日 ８月 ２日（土） ９時００分～ 予選リーグ 

第３日 ８月 ３日（日） ９時００分～ 予選リーグ・決勝トーナメント 

第４日 ８月 ４日（月） ９時００分～ 決勝トーナメント 

１４時００分～（予定） 閉会式 

 

８．会  場 

大会会場：長岡京市西山公園体育館 

〒617-0812 京都府長岡京市長法寺谷山１番地 

監督代表者会議会場：長岡京市立多世代交流ふれあいセンター「長岡京こらさ」 

〒617-0812 京都府長岡京市長法寺谷山１３-１ 

交流レセプション会場：京都タワーホテル 

〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町７２１-１ 

 

９．種  別   

クラブ対抗団体戦（男子の部・女子の部） 
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10．チーム編成 

1）チーム編成は、選手７名以上１０名以内、監督１名、コーチ２名とする。 

2）メンバー変更は、監督代表者会議で正当な理由がある場合に限り認めるが､その他の変

更は認めない。 

 

11．競技規則 

平成２６年度(公財)日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程及び同公認審判員規

程による。 

 

12．競技方法 

1）団体戦とし、２複３単の計５試合とする。下学年が上学年への出場は可とする。 

2）３チームによる予選リーグ戦を行い、各１位チームによる決勝トーナメント戦を行う。

３位決定戦は行わない。 

3）予選リーグ戦は、全対戦行うが、決勝トーナメント戦は３勝先取とする。 

4）試合順序は、６年単・４年単・５年複・６年複・５年単で実施する。 

5）各部とも単・複を兼ねることはできない。 

 

13．使用用器具 

(公財)日本バドミントン協会検定・審査合格用器具及び平成２６年度第１種検定合格水鳥

球を使用する。 

 

14．参加資格および参加制限 

都道府県予選大会を勝ち抜いたクラブ対抗団体戦の開催趣旨により、下記のとおり参加資

格等を定める。 

1）参加チーム構成について 

① 参加選手は、文部科学省の規定による学年で出場する。 

② 参加チーム構成は、年間を通じて同一クラブで継続して活動している選手で編成

するものとする。 

③ 参加チームおよび選手は、日本小学生バドミントン連盟にクラブ登録し､都道府県

バドミントン協会会長の承認を得ているチームとする｡ 

④ エントリーする監督､コーチ､選手は、平成２６年度(公財)日本バドミントン協会

登録者とする。また、監督、コーチについては公認スポーツ指導員資格を取得した

者が望ましい。 

2）参加チームの選考(都道府県予選大会)等について 

① 参加チームは、各都道府県代表の男女各１チームとし、都道府県予選大会により

選出する。ただし、予選大会において参加チームが複数に達しない都道府県は、都

道府県小学生バドミントン連盟の推薦により選出することができる。 

② 開催市は、男女各１チーム参加することができる。 

③ 都道府県予選大会は、本大会の競技方法、または参加資格および参加制限等に準

じたクラブ対抗団体戦として行う。 

④ 不参加の都道府県があった場合は、参加チーム数の上限を男女それぞれ４８チー

ムとし､男女それぞれ登録人数の多い都道府県から順に主催者(日本小学生バドミン

トン連盟)が特別枠(第２代表チーム)の出場権を与える。ただし、第３代表チームは

ない。 

3）その他の事項は、主催者で決定する。 

 

15．組合せ 

(公財)日本バドミントン協会指名の競技役員長(レフェリー)もしくは、競技審判部長(デ

ピュティーレフェリー)の指示の下、大会実行委員会役員との間で、厳正に公開抽選を執り

行い決定する。 
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16．参加料および払込方法 

参加料は２５,０００円とし、平成２６年６月２５日までに次のいずれかの方法で振り込

むこと。 

1）銀行振込の場合 

銀行名等：京都銀行／長岡支店／普通預金 

口座番号：２５２１２４ 

口座名義：若葉カップ全国小学生バドミントン大会事務局 立野
た つ の

 誠
せい

次
じ

 

2）郵便払込の場合 

口座番号：０１０１０－３－６５４０８ 

口座名義：若葉カップ全国小学生バドミントン大会事務局 

 

17．申込方法および申込締切日 

1）申込方法 

所定の申込用紙に必要事項をすべて記入し、下記に送付すること。なお、②へ送付す

る申込書は、①のコピー可とする。 

また、日本小学生バドミントン連盟のホームページから申込用紙をダウンロード（指

定のエクセル）して必要事項を入力の上、②のアドレスに送信する。氏名・クラブ名等

は大会運営全般に使用するので正確に入力してください。 

① 正：日本小学生バドミントン連盟 

〒068-0025 北海道岩見沢市五条西１３-２０ 下野 和義 気付 

ホームページ: http://www.syoubad.jp/ 

 

② 副：若葉カップ全国小学生バドミントン大会事務局 

〒617-0812 京都府長岡京市長法寺谷山１番地 長岡京市西山公園体育館内 

Ｅメール：wakaba@sports-nagaokakyo.or.jp 

 

2）申込締切日 

平成２６年６月１５日必着のこと。ただし、不参加の都道府県があった場合の特別枠

(第２代表チーム)は、平成２６年６月２５日必着とする。 

参加申込 締切日 提 出 物 提 出 先 

６月１５日 参加申込書(原本捺印) 日小連へ郵送 

参加申込書(コピー) 大会事務局へ郵送 第１代表 
６月１５日

参加申込書(エクセル形式) 大会事務局へＥメール 

６月２５日 参加申込書(原本捺印) 日小連へ郵送 

参加申込書(コピー) 大会事務局へ郵送 第２代表 
６月２５日

参加申込書(エクセル形式) 大会事務局へＥメール 

 ６月２５日 都道府県予選大会報告書 大会事務局へ郵送、ＦＡＸ 

 

18．表  彰 

1）優勝チームに賞状、優勝カップ(持ち回り)、文部科学大臣杯(予定)、京都府知事賞(予

定)、各選手に金メダル、優勝盾を授与する｡ 

2）準優勝チームに賞状、トロフィー、各選手に銀メダルを授与する。 

3）３位チームに賞状、トロフィー、各選手に銅メダルを授与する。 

4）５位チームに賞状を授与する。 

5) １位～５位までの入賞選手全員に、個人表彰状を授与する。 

 

19．大会事務局の所在地 

〒617-0812 京都府長岡京市長法寺谷山１番地 長岡京市西山公園体育館内 

若葉カップ全国小学生バドミントン大会事務局 

ＴＥＬ：０７５－９５３－１１６１ ＦＡＸ：０７５－９５３－１１６３ 
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20．関係書類の提出 

1）チーム集合写真の提出 

プログラムに掲載するチーム集合写真は、Ｌサイズ(8.9cm×12.7㎝)とし、申込書と

一緒に大会事務局に送付すること。 

なお、写真の裏面に都道府県名、チーム名、男女別を記載すること。 

2）都道府県予選大会実施報告書の提出 

都道府県予選大会実施報告書は、予選大会終了後、速やかに大会事務局に提出する

こと。 

なお、予選大会結果を大会プログラムに掲載する関係で、最終締め切りは平成２６

年６月２５日とする。 

3）エントリーメンバー変更届書の提出 

やむを得ない事情によりエントリーした選手等に変更が生じる場合は、所定の変更

届書に必要事項をすべて記入し、下記へ送付すること。 

なお、②へ送付する変更届書は①のコピー可とする。変更届は大会第１日の午前１

０時００分までとするが、その場合でも原本は必ず①にも送付すること。 

① 正：日本小学生バドミントン連盟 

〒068-0025 北海道岩見沢市五条西１３－２０ 下野和義 気付 

② 副：若葉カップ全国小学生バドミントン大会事務局 

〒617-0812 京都府長岡京市長法寺谷山１番地 長岡京市西山公園体育館内 

 

21．交通費および宿泊費補助 

参加チームに対して、大会参加に要する交通費および宿泊費の一部を補助金交付要綱によ

り主催者が予算の範囲内で補助する。 

交付申請に関する書類は、都道府県小学生バドミントン連盟に別途案内する。また、日本

小学生バドミントン連盟ホームページからダウンロードすることもできる。 

 

22．宿泊斡旋 

参加チームに対して、宿泊先を斡旋する。 

宿泊要項等の書類は、都道府県小学生バドミントン連盟に別途案内する。また、日本小学

生バドミントン連盟ホームページからダウンロードすることもできる。 

 

23．練習会場 

1) 参加チームに対して、練習会場として長岡京市内の小学校体育館を確保する。 

・会 場：長岡京市内の小学校体育館(耐震工事中の小学校は除く) 

・日 時：８月１日(金) 開会式後(１５時１５分～１８時００分) 

８月２日(土) ９時００分～１７時００分 

８月３日(日) ９時００分～１７時００分 

・料 金：無料 

2) 公開抽選会が終わった後、組合せ表等を送付する際に希望調査を行うので必要事項を

記入して申請すること。 

3) 練習時間は、原則として１チーム１コート９０分とする。 

4) 練習会場の割り振りは、希望調査をもとに大会事務局で調整して決定し、希望チーム

に連絡する。なお、各小学校の立地条件(大型バス進入禁止や駐車場の広さなど)がある

ので、大会事務局からの注意事項に留意すること。 

 

24．弁当斡旋 

参加チームに対して、昼食弁当を斡旋する。申込書等に関する書類は、平成２６年７月上

旬にすべての参加チームに別途案内する。 

 

25．大会運営規程に基づく追加事項 

1) 競技中の着衣は､(公財)日本バドミントン協会審査合格品を着用する。  

2) 競技中の上着背面には、チーム名(略称可)および選手氏名(フルネーム)を必ず表示す
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ること。 

表示の大きさは、タテ25cm×ヨコ30cm以内とする。チーム名等はプリント可とするが、

所定の範囲内とする。また、同様の範囲内で都道府県名が入っていても可とする。 

なお、文字の表示は(公財)日本バドミントン協会大会運営規程第２４条を適用するが、

本大会は日本小学生バドミントン連盟「ユニフォームに係る広告(ロゴ)スポンサー名等

について(平成21年8月15日)」によるものとする。(従前どおり) 
 

チ ー ム 名 

選 手 氏 名 

※大きさは、タテ２５cm×ヨコ３０cm以内 

※チーム名と選手氏名は必須です。 

( 都道府県名 ) ※都道府県名は任意です。 
 

3) 試合中のケガ等については、応急処置およびスポーツ傷害保険の範囲で対処するが、

その後の責任は参加者の負担とする。 

 

26．備  考 

1) 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) (公財)日本バドミントン協会環境委員会よりお願い 

① 開催地のゴミの分別収集に協力してください。 

② 宿泊先の部屋から出るときは、エアコン、テレビ、ライトのスイッチを消して

ください。 

③ マイ歯ブラシを持参して大会に参加してください。 


