平 成 ３０ 年 度 大 会 要 項 一 覧
大 会 の 名 称

期 日

会 場

参 加 料

種
略 号

第61回 全日本社会人大会都予選会
平成３０年４月２１日（土）
（ダブルス） 葛飾区水元総合スポーツセンター
ＭＤ
葛飾区水元１－２３－１
ＷＤ
℡０３－３６０９－８１８２
申込締切日 平成３０年３月２０日（火）
但し、各支部の新規登録者については
平成３０年４月６日（金）まで
追加申込みを受け付けする。
１組 ５，０００円
第35回 全日本シニア大会都予選会
平成３０年５月３日（木・祝）
（ダブルス） 日野市民の森 ふれあいホール
（W）D45
（M・W）D50
日野市日野本町６－１－３
℡０４２－５８４－２５５５
（M・W）D55
（M・W）D60
（M・W）D65
１組 ５，０００円
（M・W）D70
平成３０年５月４日（金・祝）
葛飾区奥戸総合スポーツセンター （M・W）D30
葛飾区奥戸７－１７－１
（M・W）D35
℡０３－３６９１－７１１１
（M・W）D40
（M）D45
申込締切日 平成３０年４月３日（火）
１組 ５，０００円
第71回
平成３０年５月１３日（日）
都民体育大会（バドミントン）
稲城市総合体育館
（男子）
稲城市長峰１－１
ＭＤ
℡０４２－３３１－７１５１
第71回
平成３０年５月２０日（日）
都民体育大会（バドミントン）
稲城市総合体育館
（女子）
稲城市長峰１－１
ＷＤ
℡０４２－３３１－７１５１
第73回 国民体育大会
平成３０年５月２６日（土）
東京都国体選手（成年男女）１次選考会 足立区スイムスポーツセンター
ＭＳ
（シングルス）
足立区西保木間４－１０－１
ＷＳ
℡０３－３８５０－１１３３

申込締切日 平成３０年４月２６日（木）
１人 ３，０００円
第61回 全日本社会人大会都予選会
平成３０年６月２３日（土）
（シングルス・混合ダブルス） SUBARU総合スポーツセンター
三鷹市新川６－３７－１
℡０４２２－５５－１１１１

１人 ３，０００円 １組 ５，０００円
平成３０年６月３０日（土）
足立区梅田体育館
（ダブルス）
足立区梅田７－３３－１
℡０３－３８８０－５３２２
申込締切日 平成３０年５月３０日（水）
１組 ５，０００円
第35回 全日本シニア大会都予選会
平成３０年７月７日（土）
（シングルス・混合ダブルス） エスフォルタアリーナ八王子
（八王子市総合体育館 ）
八王子市狭間１４５３－１
℡０４２－６６２－４８８０

目
区

分

参 加 資 格

① 日本国籍を有する者。
② 日本国籍を有しない者で日本国で出生し、引き続き国内に居
男子ダブルス
住している者（学連及び高体連登録者の参加は出来ない）
女子ダブルス
③ 東京都協会より（公財）日本バドミントン協会に登録している
者。
但し 新規登録で登録番号不明の場合は、申請中として受付
ます。
④ （公財）日本バドミントン協会公認審判員の有資格者。
平成３０年度新規登録者は、5月13・20日（日）審判検定会受講
のこと。（審判検定会申込書を提出すること。）
ダブルス(男女共) ① 日本国籍を有する者。
① ４５才の女子の部 ② 日本国籍を有しない者で日本国で出生し、引き続き国内に居
住している者
② ５０才の部
③ 東京都協会より（公財）日本バドミントン協会に登録している
③ ５５才の部
者。
④ ６０才の部
④ （公財）日本バドミントン協会公認審判員の有資格者。
⑤ ６５才の部
平成３０年度新規登録者は、5月13・20日（日）審判検定会受
⑥ ７０才の部
講のこと。（審判検定会申込書を提出すること。）

① ３０才の部
② ３５才の部
③ ４０才の部
④ ４５才の男子部
団体戦(男女共)
試合順序
① 一般ダブルス
② ３５才以上ダブルス
③ ４５才以上ダブルス

男子シングルス
女子シングルス

ＭＳ
ＷＳ
ＸＤ

男子シングルス
女子シングルス
混合ダブルス

ＭＤ
ＷＤ

男子ダブルス
女子ダブルス

そ の 他
１) 東京都バドミントン選手選考基準に該当する者は申込みを不要とす
る。
2) 第61回 全日本社会人バドミントン選手権大会の申込みについては
別途連絡する。
3) 参加支部より会場へ審判員を必ず1名以上派遣してください。

１) 東京都バドミントン選手選考基準に該当する者は申込みを不要とす
る。
2) 第35回 全日本シニアバドミントン選手権大会の出場権の ない方は
必ず申込むこと。
3) 第35回 全日本シニアバドミントン選手権大会の申込みについては
別途連絡する。
4) 参加支部より会場へ審判員を必ず1名以上派遣してください。

都内に在住し出場地区に在住もしくは在勤している者で５月１日
までに当該区市町村の体育協会に加盟する競技団体の登録者。
※選手変更については、監督者会議前までに、各区市町村体
協にて、手続きを完了しておいてください。

① 日本国籍を有する者。但し、永住者等で条件を満たせば日本
国籍を有しない者でも参加が可能。
② 次のいずれかが属する都道府県が東京都であること。
ア 居住地を示す現住所（住民登録地）
※ 平成３０ 年５月１日以前住民登録のこと）
イ 勤務地
③ 第71回又は第72回大会（都道府県大会及びブロック大会含む）
に、選手及び監督の資格で参加した者は、次の場合を除き、第71
回又は第72回大会と異なる都道府県からの参加は不可。
ア 平成29年度に学校教育法第１条に規定する学校を卒業した
者。
イ 結婚及び離婚に係る者。
④ ふるさと選手制度活用者。
⑤ 選手の年齢基準は、平成１２ 年４月１日以前に生まれた者。

上記「第61回 全日本社会人大会都予選会（ダブルス）」と同様

1) ２ 回戦から並行試合を行うことがある。
2) チームは各区市町村を代表する男女各１チームとする。
（都体協の用紙で各区市町村体協に申し込むこと）
3 )監督者会議（組合せ）は４月２２日（日）１４ 時より
会場：千代田区立スポーツセンター

1) 左記の参加資格については、第73 回国民体育大会実施要項に記
載の参加資格、所属都道府県及び年齢基準による。
（詳細は、国民体育大会総則及び施行細則等による）
2) ④の「ふるさと選手制度活用者」とは、卒業中学校又は卒業高等学
校の所在地が東京都である者。
・ 東京都国体選手（成年男女）２次選考会の開催
下記の理由による国体選手１次選考会不出場者及び１次選考会上位
成績者による２次選考会を開催することがある。
日程は未定、平日の場合あり。該当者には後日連絡のこと。
理由：東京都バドミントン協会の指定する大会などの出場者
・ 第73 回国民体育大会におけるトップアスリート参加資格特例措置対
象者については、１次・２次選考会への参加を免除する。
・ 第73 回 国民体育大会関東ブロック大会
平成３０年８月１７日（金）～１９日（日）：茨城県
・ 第73 回 国民体育大会
平成３０年１０月５日（金）～８日（月）：福井県勝山市
１) 東京都バドミントン選手選考基準に該当する者は申込みを不要とす
る。
※ダブルスで、出場資格を取得した者の出場は不可とする。
但し、混合ダブルスのペアが資格を有していない場合は可とする。
2) 第61回 全日本社会人バドミントン選手権大会の申込みについては
別途連絡する。
3) 参加支部より会場へ審判員を必ず1名以上派遣してください。

申込締切日 平成３０年５月２３日（水）
第73回 国民体育大会
東京都国体選手（成年男女）１次選考会

(M・W)S30/XD30
(M・W)S35/XD35
(M・W)S40/XD40
(M・W)S45/XD45
(M・W)S50/XD50
(M・W)S55/XD55
(M・W)S60/XD60
(M・W)S65/XD65

申込締切日 平成３０年６ 月７日（木） １人 ３，０００円 １組 ５，０００円 (M・W)S70/XD70
東京都支部対抗バドミントン大会
平成３０年８月１８日（土）
葛飾区水元総合スポーツセンター
１部
葛飾区水元１－２３－１
２部
℡０３－３６０９－８１８２
３部
４部
５部
６部
申込締切日 平成３０年７月１８日（水）
第67回 全国青年大会都予選会

１チーム ６，０００円
平成３０年９月１日（土）
港区スポーツセンター
港区芝浦１－１６－１
℡０３－３４５２－４１５１

東京都シングルス選手権大会

平成３０年１１月３日（土）
千代田区立スポーツセンター
千代田区内神田２－１－８
℡０３－３２５６－８４４４

ｼﾝｸﾞﾙｽ（男女共）
･混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
① ３０才の部
② ３５才の部
③ ４０才の部
上記「第35回 全日本シニア大会都予選会（ダブルス）」と同様
④ ４５才の部
⑤ ５０才の部
⑥ ５５才の部
⑦ ６０才の部
⑧ ６５才の部
⑨ ７０才の部
団体戦
① １部 都学連・都高体連の登録者の参加は不可。
② ２部 当該年度を含め過去5年間に、全日本総合・全日本社会
１部～６部
人・国体・S/J リーグ・国際大会に出場した選手の参加は不可。
試合順序
③ ３部 ３０才以上
① 男子ダブルス
④ ４部 ４０才以上
② 女子ダブルス
⑤ ５部 ５０才以上
③ 混合ダブルス

団体戦
試合順序
① 女子ダブルス
② 男子ダブルス
③ 混合ダブルス

申込締切日 平成３０年８月１日（水）
１チーム ６，０００円
第29回
平成３０年９月１日（土）
都民生涯スポーツ大会（バドミントン）
港区スポーツセンター
港区芝浦１－１６－１
℡０３－３４５２－４１５１
（W）S45
（M・W）S50
（M・W）S55
（M・W）S60
（M・W）S65
（M・W）S70

１人 ３，０００円
平成３０年１１月１０日（土）
武蔵野総合体育館
（M・W）S1
武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 （M・W）S30
℡０４２２－５６－２２００
（M・W）S35
（M・W）S40
申込締切日 平成３０年１０月３日（水）
１人 ３，０００円
（M）S45
東京都ダブルス選手権大会
平成３１年１月１２日（土）
葛飾区奥戸総合スポーツセンター （M・W）Ｄ１
葛飾区奥戸７－１７－１
（M・W）D30
℡０３－３６９１－７１１１
（M・W）D35
１組 ５，０００円
（M・W）D40
平成３１年１月１３日（日）
荒川区総合スポーツセンター
（M・W）D45
（M・W）D50
荒川区南千住６－４５－５
℡ ０３－３８０２－３９０１
（M・W）D55
（M・W）D60
（M・W）D65
申込締切日 平成３０年１２月１２日（水）
１組 ５，０００円
（M・W）D70
東京都混合ダブルス選手権大会
平成３１年２月９日（土）
稲城市総合体育館
ＸＤ 1
稲城市長峰１－１
ＸＤ 30
℡０４２－３３１－７１５１
ＸＤ 35
ＸＤ 40
ＸＤ 45
ＸＤ 50
ＸＤ 55
ＸＤ 60
ＸＤ 65
申込締切日 平成３１年１月９日（水）
１組 ５，０００円
ＸＤ 70

上記「第73回 国民体育大会東京都国体選手（成年男女）１次選
上記「第73回 国民体育大会東京都国体選手（成年男女）１次選考会
考会（シングルス）」 と同様
（シングルス）」 と同様

団体戦
試合順序
① 女子ダブルス
② 男子ダブルス
③ 混合ダブルス
シングルス(男女共)
① ４５才の女子の部
② ５０才の部
③ ５５才の部
④ ６０才の部
⑤ ６５才の部
⑥ ７０才の部
シングルス(男女共)
① 一般の部
② ３０才の部
③ ３５才の部
④ ４０才の部
⑤ ４５才の男子の部
ダブルス(男女共)
① 一般の部
② ３０才の部
③ ３５才の部
④ ４０才の部
ダブルス(男女共)
① ４５才の部
② ５０才の部
③ ５５才の部
④ ６０才の部
⑤ ６５才の部
⑥ ７０才の部
混合ダブルス
① 一般の部
② ３０才の部
③ ３５才の部
④ ４０才の部
⑤ ４５才の部
⑥ ５０才の部
⑦ ５５才の部
⑧ ６０才の部
⑨ ６５才の部
⑩ ７０才の部

１) 東京都バドミントン選手選考基準に該当する者は申込みを不要とす
る。
※ダブルスで、出場資格を取得した者の出場は不可とする
但し、混合ダブルスのペアが資格を有していない場合は可とする。
2) 第35回 全日本シニアバドミントン選手権大会の出場権の ない方は
必ず申込むこと。
3) 第35回 全日本シニアバドミントン選手権大会の申込みについては
別途連絡する。
4) 参加支部より会場へ審判員を必ず1名以上派遣してください。

1) チームは同一支部会員で各部とも1チームとし、選手12名以内で編
成すること。
2) 一人が複数の部及び同一対抗の試合に重複出場は出来ない。
3) シャトルは各チームが持ち寄りとする。
4) 参加数によっては敗者戦を行う場合もある。
5) 初戦は3試合行うが、２ 回戦以降は２点先取とする。
⑥ ６部 ６０才以上
6） やむを得ない理由がある場合、締め切り後選手変更を認める。
7） 選手変更をする場合は、選手変更届書に記入し、8月11日（土）まで
に東京都事務所に郵送すること。なお、変更届書以外は受け付けな
い。
東京都協会に登録している者。
1) チームは同一支部会員の監督１名・選手８名（男女各４名まで）以内
別紙 「第67回 全国青年大会バドミントン実施要項」（前年度）に で編成すること。
準じます。（後日公表）
2) 混合・複の重複出場は妨げない。
3) 団体対抗トーナメント戦によって行い、３位決定戦は行わない。
注) 当該年度を含め過去５年間に、全日本総合、全日本社会人・ 4) 無資格の選手が出場した場合、当該チームを失格とする。
国体・S/J リーグﾞ・国際大会に出場した選手の参加は不可。
5) 本大会の成績により全国青年大会出場の参考とする。
6） 締め切り後の選手変更は認めない。
各区市町村に要項あり。（確認のこと）
都内に在住のこと。
1) 各区市町村より申し込むこと。
2) 当該年度の都民大会選手名簿記載者の出場は不可。
一般の部は男女共制限はない。都学連・都高体連の推薦は各８
名以内とする。

1) １人１種目とする。（一般の部 ～ ７０才の部）

都学連・都高体連登録の申込者は、事前に各連盟に申込みを行 2) 参加支部より会場へ審判員を必ず1名以上派遣してください。
い締め切り前までに連盟からの推薦を受けておいて下さい。

一般の部は男女共制限はない。都学連・都高体連の推薦は各１
６名以内とする。

1) １人１種目とする。（一般の部～７０才の部）

都学連・都高体連登録の申込者は、事前に各連盟に申込みを行 2) 参加支部より会場へ審判員を必ず1名以上派遣してください。
い締め切り前までに連盟からの推薦を受けておいて下さい。

一般の部は男女共制限はない。都学連・都高体連の推薦は各１
６名以内とする。

1) １人１種目とする。（一般の部～７０才の部）

都学連・都高体連登録の申込者は、事前に各連盟に申込みを行 2) 参加支部より会場へ審判員を必ず1名以上派遣してください。
い締め切り前までに連盟からの推薦を受けておいて下さい。

