２０１７

立川オープンダブルス選手権大会要項

１．主

催

立川市バドミントン協会

２．協

賛

アメアスポーツジャパン(株)・ミズノ(株)・ヨネックス(株)・(株)落合コーポレーション

３．協

力

ラケットショップフジ・ATS シバハラ

４．日

時

２０１７年８月２６日(土)９:３０～
２７日(日)９:３０～

５．会

場

６．種

目

７．競技規則

※両日とも９:３０より試合を開始
します。

立川市泉市民体育館 （立川市泉町７８６－１１）
男子ダブルス １部・２部・３部・４５歳以上の部・５５歳以上の部
女子ダブルス １部・２部・３部・４５歳以上の部・５５歳以上の部
・８/２６(土) 男子３部・４５歳以上の部・５５歳以上の部
女子３部・４５歳以上の部・５５歳以上の部
・８/２７(日) 男子１部・２部 女子１部・２部
(公財)日本バドミントン協会現行規則によります。但し、２１点先取セティングなしとし
ます。

８．競技方法

１部・２部・４５歳以上の部・５５歳以上の部については予選リーグ・決勝トーナメント
方式または、トーナメント方式にて行う。３部についてはトーナメント方式にて行う。(い

９．参加資格

１０．参 加 費
１１．シャトル
１２．申込方法

ずれの部も３位決定戦は行いません)。
１日１種目とします｡但し、過去３年間２部・３部の入賞者(３位以上)は上位の部へ出場
のこと。
※今年度１部出場者は､３部への出場は不可。
※年齢別の部については平成２９年４月１日現在の年齢とします。
※三多摩･都大会等で優秀な成績を収めた者は主催者が部を指定することがあります。
１種目１ペア ３,５００円（傷害保険料含む）
主催者で準備
申込書に必要事項を記入の上､以下のいずれかの方法で申し込んでください。
①店頭申し込みの場合
参加費を添えて直接下記まで申し込みください。
※申込先 ラケットショップフジ各店（月曜定休）
◆国分寺店 042-322-5626 ◆吉祥寺店 0422-22-8844 ◆所沢店 04-2928-0288
◆町田店 042-723-9555 ◆八王子店 042-623-5191 ◆川崎店 044-541-9555
◆静岡店 055-929-9666 ◆川越店 049-223-7444 ◆立川店 042-527-9554
◆赤羽店 03-3900-9554 ◆海老名店 046-234-9444 ◆橋本店 042-700-9554
◆井土ヶ谷店 045-325-9551 ◆市が尾店 045-482-9510 ◆大和店 046-204-9009
②現金書留申し込みの場合
参加費を添えて下記宛先まで現金書留にて申し込みください。
185-0021 東京都国分寺市南町３－２８－７
㈱ラケットショップフジ宛て
※現金書留の場合、手数料は申し込み者負担でお願いします。
※申し込み者が予定数を超えた場合は先着順とします。

１３．申込〆切

①店頭申し込み：７月２１日（金） 必着（注）電話等による申込は不可
②現金書留申し込み：７月１８日（火）消印有効

１４．問 合 せ

申込先または立川市バドミントン協会 野村 TEL090-1452-3219（18：00～22：00）

１５．組 合 せ

主催者一任 ７月２９日（土）

１６．表

各種目１～３位に賞状､賞品を授与します。
① 〆切後に到着した、または予定数を超えた申し込みは返送料等を差し引いて申し込み
責任者に返却し､組合せ後は払い戻し致しません。
② メンバー変更は片方のみとし､当日受付に申し出て下さい｡なお､申し込み者間の変更
は認めません。
③ 第４巡目までの選手は９時２０分までに受付を済ませて下さい。

彰

１７．そ の 他

④ 第５巡目以降の選手はタイムテーブルの１時間半前に受付を済ませて下さい。
⑤ 大会中の事故については主催者が応急手当を行ないますが､以後の責任は負いません
⑥ 抽選により景品があります。
（入賞者（３位以上）以外、空くじはありません）
⑦ 駐車場が狭いため車でのご来場はご遠慮下さい。
１８．プログラム

８月１９日（土）

以下のホームページに組み合わせを掲載します。

・ラケットショップフジホームページ http://www.rsfuji.co.jp/
・立川市バドミントン協会ホームページ http://sports.geocities.jp/tachikawabad/
過去３年間の入賞者
2016 男子
1部

2部

3部

優勝

佐藤 翔治・小池 直樹

中山 颯斗・喜屋武 裕介

永井 拓海・小川 拓己

準優勝

中木 広大・島谷 航平

藤瀬 一郎・福森 崇史

花松 亘・北島 翔太

3位

山田 雄一・武田 直哉

阿部 隼人・樋口 優人

松村 雄太朗・志鎌 雅也

3位

小榑 正樹・市野 貴康

沖津 啓太・宿野 啓太

笹谷 章太・高橋 正之

1部

2部

3部

優勝

渡邉 涼子・前田 彩花

土屋 藍子・関根 奈津子

井上 愛理・石田 華菜

準優勝

小池 織恵・山本 架奈子

石田 華菜・青山 咲季子

大谷 風子・西野 奈央

3位

石橋 律子・石関 彩乃

今井 早由里・大森 美菜子

阿部 優理菜・齋木 香穂

中山 歓奈・金子 沙絵

山下 三千代・高橋 真由美

2016 女子

3位

上村 苑子・長谷川 文香

2015 男子
1部

2部

3部

優勝

小峯 和城・鈴木 秀治

池内 英二・合田 洋平

荒川 晴哉・阿部 星南

準優勝

富田 岳彦・佐藤 憲策

佐藤 由喜夫・伊﨑 敦也

笹森 貴哉・塩本 優人

3位

北岡 幸一・佐野 将英

松川 悟史・榎本 堅一

逸見 乃輝・前田 順哉

3位

平子 将太・佐藤 隆昭

中村 公司・斉藤 俊

森泉 貴也・仁井 政希

1部

2部

3部

優勝

神 ゆかり・馬上 愛美

廣野 典子・本郷 涼子

鈴木 ほのか・三瀬 明香理

準優勝

柳 麻美・阿部 紗英

川口 芙美・鈴木 彩

松田 桜・斉 つぐみ

3位

棚田 満美子・真木 千晴

藤森 美恵・斉尾 泰子

米澤 柊・平嶋 七海

3位

‐

池田 かおり・深沢 有希

菊地 香澄美・佐脇 香織

1部

2部

3部

優勝

富田 岳彦・佐藤 憲策

矢口 竜・山下 真司

小口 利也・溝口 大

準優勝

工藤 康平・永井 諒

小口 利也・小林 歩

大上 忠昭・竹内 洋二

3位

伊勢 秀希・斉藤 亮太

細畑 幸太・辻村 駿

矢口 竜・木全 純樹

3位

田村 貴明・町田 佑樹

野中 和明・五十嵐 未来

井谷 将・塚本 翔夢

2015 女子

2014 男子

2014 女子
1部

2部

優勝

佐藤

準優勝

一戸 和美・中島 香

高崎 朋子・堀池 由紀子

福島 妙・縄田 有里

3位

北地 茉悠花・青木 香代得

江越 夢乃・熊谷 真希

梅原 結香・大島 実紅

倉重 友美・篠原 尚子

新田 まりあ・重野 有花里

3位

綾奈・柳 麻美

‐

神尾 夏海・飛渡

3部

過去３年間２部・３部の入賞者(３位以上)は上位の部へ出場のこと。

優

寺井 ふみえ・倉重 友美

２０１７

立川オープンダブルス選手権大会参加申込書

※

男女別各部ごとに１枚ずつランキング順に記入し氏名のフリガナは必ず記入ください。

※

申し込み責任者に連絡を取る場合がありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
なお、電話番号等の個人情報は本大会の目的以外には使用いたしません。
受付店（

）
TEL

申込責任者

住所

受付者（

〒

種目

）

所属

－

男子・女子 ／ １部・２部・３部・４５歳以上の部・５５歳以上の部

※年齢別の部については平成２９年４月１日現在の年齢とする。

項
番

フ

リ ガ

氏

ナ

年齢

名

所属
（市区町村名・クラブ名・学校名等）

１

２

３

４

５

切

様
2017 年

取

線

¥

a
（ ３，５００円×

）

立川市バドミントン協会

月

日

上記の金額正に領収致しました。

会 長

馬

場

克

久

