
気軽に参加してみませんか?    平成 30 年３月１日（木） 
第 25回 安八初心者バドミントン大会【複】要項 

日  時・平成 3１年 3 月 10 日（日） 

     8：30～ 8：45  開館・受付（8：45 までに受付を済ませてください） 

    8：45～ 9：00  各自アップ・準備体操（ストレッチ）など 

     9：00～ 9：1０   開会式・各リーグ責任者へ試合進行等の説明 

     9：1０～ 1３：00  予選リーグ戦開始 

     1３：00～ 15：１５  決勝トーナメント戦開始 決勝戦及び表彰式・写真撮影など 

     1６：１５～ １６：３０  後片付け・清掃など 

      ＊予選リーグ戦・決勝トーナメント戦の競技内容は、申込者数等により運営上、変更する場合があります 

会  場：安八町総合体育館 ２階アリーナ   🏣503-0128 安八郡安八町大野 343    ☎0584-64-5585 

種  別：レベル別ダブルス戦（男女区別無…１人１種目の参加です） 

参加資格：初心者・経験者・バドミントン愛好者・安八町バドミントン協会登録者 

募集組数：約 36 組 （６面使用で予選リーグ戦の試合数を正式ルールで運営する為に参加制限します。） 

表  彰：各クラス （1部～3部）  2位まで 

参加料：1,500 円／人  

締切日：平成 3１年 3 月 1 日（金） 22：00 までです 申込先 ＦＡＸのみの受付 0584-64-4367 

＊大会参加申込書は、別紙があります 

問合先：ＮＢＣバドミントンクラブ 丹羽（にわ）迄 090-4261-6174（ＳＢ）  ipad アドレス：nbcbado305@i.softbank.jp 

後援・協賛：安八町バドミントン協会 

そ の 他：予選リーグ戦の責任者を本部席の大会運営上、大会当日お願いする場合がありますのでご了承下さい 



気軽に参加してみませんか?    平成 30年 3月 1日（木） 
（安八町総合体育大会）第 24回 安八町バドミントン初心者大会【複】要項 

日  時・平成 30 年 9 月 30 日（日） 

               8：30 開館・受付（8：45 までに受付を済ませてください）・会場準備設営など・ 

        8：30～8：50 各自アップ（約 10分でコートを空けて下さい。）・準備体操（ストレッチ）など 

        8：55～９：００  開会式・各リーグ責任者へ試合進行等の説明 

        ９：００～１３：３０  予選リーグ戦 15P-3G 

        １３：３０～１６：３０ 決勝トーナメント戦開始 決勝戦及び表彰式・写真撮影など 

        １６：３０～１６：４５  後片付け・清掃など 

      ＊予選リーグ戦・決勝トーナメント戦の競技内容は、申込者数等により運営上、変更する場合があります 

会  場：安八町総合体育館 （6面）  🏣503-0112 安八郡安八町大野 343  ☎0584-64-5585 

種  別：レベル別ダブルス戦（男女区別無…１人１種目の参加です） 

参加資格：初心者・経験者・バドミントン愛好者・安八町バドミントン協会登録者 

募集組数：先着順約 36 組  予選リーグ戦の試合数を正式ルールで運営する為に参加制限します。） 

表  彰：各クラス （1部～3部）  2位まで    参加料：1,500 円／人 

締切日：平成 30 年 9 月２１日（金） 22：00 までです 申込先 ＦＡＸのみの受付 0584-64-4367 

＊大会参加申込書は、別紙があります 

問合先：ＮＢＣバドミントンクラブ 丹羽（にわ）迄 090-4261-6174（ＳＢ）  ipad アドレス：nbcbado305@i.softbank.jp 

後援・協賛：安八町バドミントン協会 

そ の 他：予選リーグ戦の責任者を本部席の大会運営上、大会当日お願いする場合がありますのでご了承下さい 



気軽に参加してみませんか?    平成 30年 3月 1日（木） 
第 6回 安八 Mix Doubles選手権大会【複】要項 

日  時・平成 30 年 11 月 4 日 （日） 

     8：30～ 8：45 開館・受付（8：45 までに受付を済ませてください） 

    8：45～ 9：00 各自アップ・準備体操（ストレッチ）など 

     9：00～ 9：10 開会式・各リーグ責任者へ試合進行等の説明 

     9：10～ 13：00 予選リーグ戦開始 

     13：00～ 16：15 決勝トーナメント戦開始 決勝戦及び表彰式・写真撮影など 

     16：15～ 16：30 後片付け・清掃など 

      ＊予選リーグ戦・決勝トーナメント戦の競技内容は、申込者数等により運営上、変更する場合があります 

会  場：安八町総合体育館 ２階アリーナ   🏣503-0128 安八郡安八町大野 343    ☎0584-64-5585 

種  別：レベル別 Mix DOUBLES戦 （１人１種目の参加です）  ＊特例措置として女子 W は、可とします。 

参加資格：初心者・経験者・バドミントン愛好者・安八町バドミントン協会登録者 

募集組数：約 36 組 （６面使用で予選リーグ戦の試合数を正式ルールで運営する為に参加制限します。） 

表  彰：各クラス （1部～3部）  2位まで 

参加料：1,500 円／人                          ＊大会参加申込書は、別紙があります 

締切日：平成 30 年 10 月 26 日（金）22：00 までです 申込先 ＦＡＸのみの受付 0584-64-4367 

問合先：ＮＢＣバドミントンクラブ 丹羽（にわ）迄 090-4261-6174（ＳＢ）  ipad アドレス：nbcbado305@i.softbank.jp 

後援・協賛：安八町バドミントン協会 

そ の 他：予選リーグ戦の責任者を本部席の大会運営上、大会当日お願いする場合がありますのでご了承下さい 

 



気軽に参加してみませんか?    平成 30年 3月 1日（木） 
第 7回 安八 Mix Doubles選手権大会【複】要項 

日  時・平成 30 年 12 月 16 日 （日） 

     8：30～ 8：45 開館・受付（8：45 までに受付を済ませてください） 

    8：45～ 9：00 各自アップ・準備体操（ストレッチ）など 

     9：00～ 9：10 開会式・各リーグ責任者へ試合進行等の説明 

     9：10～ 13：00 予選リーグ戦開始 

     13：00～ 16：15 決勝トーナメント戦開始 決勝戦及び表彰式・写真撮影など 

     16：15～ 16：30 後片付け・清掃など 

      ＊予選リーグ戦・決勝トーナメント戦の競技内容は、申込者数等により運営上、変更する場合があります 

会  場：安八町総合体育館 ２階アリーナ   🏣503-0128 安八郡安八町大野 343    ☎0584-64-5585 

種  別：レベル別 Mix DOUBLES戦 （１人１種目の参加です）  ＊特例措置として女子 W は、可とします。 

参加資格：初心者・経験者・バドミントン愛好者・安八町バドミントン協会登録者 

募集組数：約 36 組 （６面使用で予選リーグ戦の試合数を正式ルールで運営する為に参加制限します。） 

表  彰：各クラス （1部～3部）  2位まで 

参加料：1,500 円／人                          ＊大会参加申込書は、別紙があります 

締切日：平成 30 年 12 月 7 日（金）22：00 までです 申込先 ＦＡＸのみの受付 0584-64-4367 

問合先：ＮＢＣバドミントンクラブ 丹羽（にわ）迄 090-4261-6174（ＳＢ）  ipad アドレス：nbcbado305@i.softbank.jp 

後援・協賛：安八町バドミントン協会 

そ の 他：予選リーグ戦の責任者を本部席の大会運営上、大会当日お願いする場合がありますのでご了承下さい 



気軽に参加してみませんか?    平成 30年 3月 1日（木） 
第 17回 安八 OPEN BADMINTON選手権大会【複】要項 

日  時・平成 30 年 7 月 22 日 （日） 

     8：30～ 8：45 開館・受付（8：45 までに受付を済ませてください） 

    8：45～ 9：00 各自アップ・準備体操（ストレッチ）など 

     9：00～ 9：10 開会式・各リーグ責任者へ試合進行等の説明 

     9：10～ 13：00 予選リーグ戦開始 

     13：00～ 16：00 決勝トーナメント戦開始 決勝戦及び表彰式・写真撮影など 

     16：15～ 16：30 後片付け・清掃など 

      ＊予選リーグ戦・決勝トーナメント戦の競技内容は、申込者数等により運営上、変更する場合があります 

会  場：安八町総合体育館 ２階アリーナ   🏣503-0128 安八郡安八町大野 343    ☎0584-64-5585 

種  別：レベル別ダブルス戦（男女区別無…１人１種目の参加です） 

参加資格：初心者・経験者・バドミントン愛好者・安八町バドミントン協会登録者 

募集組数：約 36 組 （６面使用で予選リーグ戦の試合数を正式ルールで運営する為に参加制限します。） 

表  彰：各クラス （1部～3部）  2位まで 

参加料：1,500 円／人 

締切日：平成 30 年 7 月 13 日（金） 22：00 までです 申込先 ＦＡＸのみの受付 0584-64-4367 

＊大会参加申込書は、別紙があります 

問合先：ＮＢＣバドミントンクラブ 丹羽（にわ）迄 090-4261-6174（ＳＢ）  ipad アドレス：nbcbado305@i.softbank.jp 

後援・協賛：安八町バドミントン協会 

そ の 他：予選リーグ戦の責任者を本部席の大会運営上、大会当日お願いする場合がありますのでご了承下さい 


