
令和３年 11 月 3 日 

会場：豊島体育館 

開場：９：００ 

 

 

  第 7４回 区長杯争奪戦 兼 秋季区民大会  

         
主 催：豊島区・特定非営利活動法人 豊島区体育協会  
主 管：豊 島 区 バ ド ミ ン ト ン 協 会 

 
大会役員  会   長  千葉健夫 

副 会 長  近藤敏彦 橋本道子 井上つや子 

役   員  中島正雄 本吉裕子 高麗清 松野茂 

大橋智美 中村恒子 大図実 西山智音 

小西知子 有賀雅子 田島早苗 

 

競技委員  大会委員長  近藤敏彦 

競技委員長  伴野響 

審 判 長  飯田貴範 

経   理  田制杏佐子 

進 行 係  大図実 前田秀賢 藤田友子 浜田久恵 前田恵美子 

 

注意事項 

 試合開始は部により異なりますのでタイムテーブルをご確認のうえ、体育館にお越し

ください。 

 別紙「入館人数制限・新型コロナ感染防止対策 ご協力のお願い」を必ずご一読下さい。 

また、当日の体温を書面にご記入いただきますのでご協力をお願いします。 

 体育館の観覧席は使用できません。体育館内での飲食はできません。 

 

競技上の注意 

１． 本大会は、20２１年度(公財)日本バドミントン協会競技規則によります。 

 ２１点２ゲーム先取ファイナル 1１点で行います。（各ゲームすべて打ち切り） 

 男子２部決勝トーナメント、女子３部、壮年女子 1 部は、１５点 2 ゲーム先取ファ

イナル 11 点で行います。 

 女子 1 部はファイナル２１点で行います。 

２．審判は敗者主審線審、勝者線審で行いますが、タイムテーブルに審判の記載のある 

試合は次の試合の選手が行ってください。 

３．練習は各ペア初戦のみ 2 分とします。入館後及び空きコートでの練習は出来ません。 

４，ウエアーは、選手としてふさわしい服装でお願いします。 

 

一般上の注意 

１，十分に準備運動を行ってから試合に臨んで下さい。 

２，試合中の負傷について、応急処置はいたしますが、その後の責任は負いません。 

３，盗難が多発しておりますので、各自荷物などの保管には十分注意して下さい。 

 

● 感染防止対策にご協力をお願いいたします。 

 競技中以外の方は審判も含めてマスクの着用をお願いします。 

 試合開始・終了時は握手ではなく離れた位置からの礼としてください。 

 手指や審判に使用した物品等の、こまめな消毒をお願いします。 



＜タイムテーブル＞ 

 

各部の選手は以下時刻に体育館入口に集合してください。 入場人数の制限があるため、早めの入場はご遠慮ください。

9:00 男子2部、男子3部

12:20 男子1部、女子2部、壮年女子3部

15:00 女子3部、壮年男子2・3部、壮年女子1・2部

15:30 女子1部、壮年男子1部

開始

目安
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

9:20 男2部F(1) 男2部G(2) 男2部H(3) 男2部I(4) 男2部J(5) 男2部K(6) 男2部A(7) 男2部B(8)

審判： 次試合選手 次試合選手 次試合選手 次試合選手 次試合選手 次試合選手 次試合選手 次試合選手

9:45 男2部C(9) 男2部D(10) 男2部E(11) 男3部A(12) 男3部B(13) 男3部C(14) 男3部D(15) 男3部D(16)

10:10 男2部F(17) 男2部G(18) 男2部H(19) 男2部I(20) 男2部J(21) 男2部K(22) 男2部A(23) 男2部B(24)

10:35 男2部C(25) 男2部D(26) 男2部E(27) 男3部A(28) 男3部B(29) 男3部C(30) 男3部D(31) 男3部D(32)

11:00 男2部F(33) 男2部G(34) 男2部H(35) 男2部I(36) 男2部J(37) 男2部K(38) 男2部A(39) 男2部B(40)

11:25 男2部C(41) 男2部D(42) 男2部E(43) 男3部A(44) 男3部B(45) 男3部C(46) 男3部D決(137)

11:50 男2部(FG)(138) 男2部(H1)(139) 男2部(JK)(140)

12:40 男2部準々(141) 男2部準々(142) 男2部準々(143) 男2部準々(144) 男3部準決(145) 男3部準決(146) 壮女3部A(71) 壮女3部E(72)

審判： 次試合選手 次試合選手 次試合選手 次試合選手 次試合選手 次試合選手 次試合選手 次試合選手

13:05 男1部A(47) 男1部B(48) 男1部C(49) 男1部D(50) 女2部A(63) 女2部A(64) 壮女3部B(73) 壮女3部C(74)

13:30 男2部準決(147) 男2部準決(148) 男1部E(51) 男1部E(52) 女2部B(65) 女2部B(66) 壮女3部A(75) 壮女3部D(76)

13:55 男1部A(53) 男1部B(54) 男1部C(55) 男1部D(56) 女2部A(67) 女2部A(68) 壮女3部B(77) 壮女3部C(78)

14:20 男2部決勝(149) 男3部決勝(150) 男1部E(57) 男1部E(58) 女2部B(69) 女2部B(70) 壮女3部E(79) 壮女3部D(80)

14:45 男1部A(59) 男1部B(60) 男1部C(61) 男1部D(62) 女2部準決(151) 女2部準決(152) 壮女3部A(81) 壮女3部C(82)

壮女3部B(83) 壮女3部D(84)

15:20 壮女1部(108) 壮女1部(109) 壮男2部A(86) 壮男3部A(93) 壮女2部A(100) 壮女2部A(101) 女2部決勝(153) 壮女3部E(85)

審判： 次試合選手 次試合選手 次試合選手 次試合選手 次試合選手 次試合選手

15:45 男1部準々(154) 男1部準々(155) 壮男2部B(87) 壮男3部B(94) 壮女2部B(102) 壮女2部B(103) 女3部(124) 女3部(125)

16:10 女1部(134) 壮女1部(110) 壮男2部B(88) 壮男3部B(95) 壮男1部A(118) 壮男1部B(119) 女3部(126) 壮女3部準々(159)

16:35 男1部準決(156) 男1部準決(157) 壮男2部A(89) 壮男3部A(96) 壮女2部A(104) 壮女2部A(105) 女3部(127) 女3部(128)

17:00 女1部(135) 壮女1部(111) 壮男2部B(90) 壮男3部B(97) 壮男1部A(120) 壮男1部B(121) 女3部(129) 壮女3部準決(160)

17:25 男1部決勝(158) 壮女1部(112) 壮男2部B(91) 壮男3部B(98) 壮女2部B(106) 壮女2部B(107) 女3部(130) 壮女3部準決(161)

17:50 女1部(136) 壮女1部(113) 壮男2部A(92) 壮男3部A(99) 壮男1部A(122) 壮男1部B(123) 女3部(131) 女3部(132)

18:15 壮女1部(114) 壮女1部(115) 壮男2部準決(163) 壮男3部準決(164) 壮女2部準決(165) 壮女2部準決(166) 女3部(133) 壮女3部決勝(162)

18:40 壮女1部(116) 壮女1部(117) 壮男2部決勝(167) 壮男3部決勝(168) 壮男1部決勝(169) 壮女2部決勝(170)

換気（全員退館してください）

終了選手は退館してください


