
 

第４６回全国中学校バドミントン大会の大会参加申込について 

 
 各ブロック大会終了後から，全国中学校バドミントン大会開催までの期間が限られているため，

大会参加申込をより迅速かつ正確に行うために，大会参加の資格を取得されました団体・個人にお

かれましては，以下のことにご留意されまして，大会参加申込を行って下さい。 
 
１ 仮申込み  

  ブロック大会最終日に所定の申込書を大会ホームページよりダウンロードし，必要事項を入力

の上，メール送信（添付ファイル）にて仮申込みを行って下さい。 

 

   第４６回全国中学校バドミントン大会 公式ホームページ 

                             http://badminton.ishikawa-jpa.jp 
 

   仮申込書の送信先 メールアドレス  zenchubad@ishikawa-jpa.jp  

 

  大会事務局では仮申込を受信した確認メールを返信しますので，必ずご確認下さい。 

 

２ 正式申込  

押印（校長印・中体連会長印）した正式の申込書を大会事務局へ８月１１日（木）必着で送付

して下さい。また，「外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）」，「個人戦ベンチ入りにお

ける入場許可申請書」等の文書も一緒に送付して下さい。 

８月１０日（水）にブロック大会が終了するブロックは，正式申込書の締め切りを８月１２日

（金）必着とします。仮申込みのメールは８月１１日（木）１２：００迄に必ず送って下さい。 

メール送信にて仮申込みしたデータと正式申込書の記入内容に差異がないようにご注意下さい。 

 

３ 参加料の振込  

  大会参加料は選手一人につき￥３,０００です。団体戦と個人戦の両方に登録されている場合も

一人￥３,０００となります。参加料は大会実行委員会の指定銀行口座へ振込で納入して下さい。

振込手数料は，振込者がご負担下さい。 

振込者名は都道府県と学校名がわかるように１２文字以内にまとめて下さい（例：イシカワカナザワチュウ）。 

 ８月１１日（木）までに振込みを完了して下さい。 

 

振込先 

 金融機関名 ： 北國銀行 鳴和支店（店番１３４） 

口 座 番 号 ： 普通 ７３６３ 

口 座 名 義 ： 全中バドミントン実行委員会 

 

４ 申込先・連絡先 

 

〒920-0804 石川県金沢市鳴和2丁目10-60 金沢市立鳴和中学校内 

         平成２８年度全国中学校体育大会第４６回全国中学校バドミントン大会 

 石川県実行委員会バドミントン競技部 事務局長   宮前 仁 

          ℡ ０７６－２５３－０６１０ Fax ０７６－２５３－００４４ 

         事務局携帯 ０８０－９４１２－９９９１ 

          E-mail  zenchubad@ishikawa-jpa.jp 

大会HP   http://badminton.ishikawa-jpa.jp 

 



 

第４６回全国中学校バドミントン大会 

      出 場 中 学 校 長  様 

                                        平成２８度全国中学校体育大会 

                                        第４６回全国中学校バドミントン大会 
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外部指導者（コーチ）確認書＜校長承認書＞の 
提出について 

 

 このことについて，貴校生徒及びチームが全国中学校体育大会の出場に際して外部指導者（コー

チ）を帯同される場合には，資格を正しく確認し以下の点に留意して確認書（承認書）のご提出願い

ます。 

                                               

１  全国大会開催基準により，『全国中学校体育大会の引率者・監督は出場校の校長・教員（含む

養護教諭・常勤講師）であること，外部指導者（コーチ）については校長の認めた者とする。』と定

めています。すなわち，外部指導者（コーチ）については，出場校の校長・教員（含む養護教諭・常

勤講師）以外でもよいとしております。 

 

○ 中学校教職員は外部指導者（コーチ）の資格がない。 

○ 同一人が複数校の外部指導者（コーチ）になることはできない。 

○ 団体戦男女別に１名ずつの外部指導者（コーチ）登録が可能です。 

（各校最大２名まで） 

 ＊ 登録することにより，団体戦との重複出場の個人戦ベンチ入りができる。その際に，以下のこと

に注意して下さい。  

        男子団体戦登録者 → 男子個人戦のベンチ入りができる。 

        女子団体戦登録者 → 女子個人戦のベンチ入りができる。  

     （例：男子団体戦登録者の女子個人戦のベンチ入りは入場許可申請が必要です。 

その逆も同様。 

          男子団体，女子団体とも同じ外部指導者（コーチ）であれば，申請は必要なし。） 

 

２ 外部指導者（コーチ）確認書＜校長承認書＞につきましては，大会参加申込書と一緒に申込時

に送付してくださるようお願い申し上げます。 

 

   なお，ご不明な点がございましたら，下記の事務局にお問い合わせ下さい。 

 

 

〒920-0804 石川県金沢市鳴和2丁目10-60 金沢市立鳴和中学校内 

         平成２８年度全国中学校体育大会第４６回全国中学校バドミントン大会 

 石川県実行委員会バドミントン競技部 事務局長   宮前 仁 

          ℡ ０７６－２５３－０６１０ Fax ０７６－２５３－００４４ 

         事務局携帯 ０８０－９４１２－９９９１ 

          E-mail  zenchubad@ishikawa-jpa.jp 

大会HP   http://badminton.ishikawa-jpa.jp 
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個人戦ベンチ入りにおける入場許可申請について 
 

 

 

                                               

                                            記 

 

 

１ 監督（依頼監督）・選手・マネージャーまたはコーチ以外で個人戦ベンチ入りできる者は，団体戦

での外部指導者（コーチ）と同じく出場校校長の承認を得て，実行委員会より入場許可を得た者と

します。次の点に留意して下さい。 

 

○ 入場許可申請を受ける者で，当該校以外の中学校教職員は入場許可申請をすることがで

きない。 

○ １校男女別１名ずつの申請ができる。同一人が複数校での入場許可申請はできない。 

○ 団体戦との重複出場の個人戦出場者の場合，団体戦に登録してある監督・選手・マネージ

ャーまたは外部コーチは入場許可申請書を提出しなくても，個人戦のベンチ入りができる。 

（但し，外部コーチは男子団体でコーチ登録した場合，男子個人戦のベンチ入りが可能だが，

女子個人戦のベンチ入りはできない。その際は，入場許可申請が必要である。その逆も

同様。） 

 

２ 監督（依頼監督）・選手・マネージャーまたはコーチ以外でベンチに入る際は，トラブルを防止する

ためにＩＤカードを携帯し，必要に応じてすみやかにご提示下さい。 

 

３ 入場許可証申請書につきましては，大会参加申込書と一緒に申込時に送付して下さい。大会期

間中の新たな申請には応じません。 

 

 

 

 

   なお，御不明な点がございましたら，下記の事務局にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

〒920-0804 石川県金沢市鳴和2丁目10-60 金沢市立鳴和中学校内 
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第４６回全国中学校バドミントン大会 

大会参加申込み後の選手等の変更について 

 

 仮申込み以後に選手等の変更が発生した場合には，速やかに所定の変更届を大会事務局へ提出（送

付）し，大会実行委員会の承認を受けて下さい。 

 

 

１ 団体戦 選手・監督・マネージャー・外部指導者（コーチ）の変更 

 

別紙の「団体戦選手変更届 監督・マネージャー・外部指導者（コーチ）変更届」を大会実行委員会へご

提出（送付）をお願いします。変更が出来るのは監督会議前までとします。 

変更が発生した時点でご提出（送付）して下さい。郵送の場合には「書留」で送付して下さい。 

 

変更届を送付（書留）した際には，必ず下記まで連絡をして下さい。 

大会実行委員会事務局 宮前 仁（事務局携帯 ０８０－９４１２－９９９１） 

 

なお，選手の追加（例 選手６名を登録して申込みを行った後に，さらに１名の追加をする。）は認めら

れません。 

また，監督・マネージャー・外部指導者（コーチ）が大会期間を分担するような変更は認められません。 

（例：Ａという監督が大会前半２日間，Ｂという監督が後半２日間になる。） 

不明な点があれば，大会実行委員会へお問い合わせ下さい。 

 

 

２ 個人戦 入場許可者の変更 

 

別紙の「個人戦における入場許可者変更届」を大会実行委員会へご提出（送付）をお願いします。変更

が出来るのは監督会議前までとします。 

変更が発生した時点でご提出（送付）して下さい。郵送の場合には「書留」で送付して下さい。 

 

変更届を送付（書留）した際には，必ず下記まで連絡をして下さい。 

大会実行委員会事務局 宮前 仁（事務局携帯 ０８０－９４１２－９９９１） 

 

なお，新たな申請（例 申込み時には入場許可申請を行っていないが，申込み以後に新規の入場許可

申請を行う。）は認められません。 

また，入場許可者が大会期間を分担するような変更は認められません。 

（例：Ｃという入場許可者が大会前半２日間，Ｄという入場許可者が後半１日間になる。） 

不明な点があれば，大会実行委員会へお問い合わせ下さい。 
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個人戦の外部指導者（コーチ）引率の際の提出書類 

 

 個人戦にて外部指導者（コーチ）が引率を行う場合には，下記の細則事項により文書の提出を行

うことになっていますので，大会開始前に文書の提出をお願いします。 

 

Ｐ．５「全国中学校体育大会引率細則」 
（３）引率者としての外部指導者（コーチ）には，監督の資格を認めない。 
   ① その際の監督は，当該校の校長と当該中学校体育連盟競技専門部が協議し，当該校の校長が 

監督を引き受けた教員の所属長（校長）と本人に文書で依頼する。 

② 手続きは，様式７，８，９，１０，１１をもって行う。 

 

 

様式７ 「全国中学校体育大会引率者・監督者報告書」 

外部指導者（コーチ）が引率をすることとなった中学校長が，（公財）日本中学校体育連

盟会長宛に提出する文書。 

郵送にて，大会参加申込書とともに大会実行委員会へご提出下さい。 

大会実行委員会より（公財）日本中学校体育連盟へ提出いたします。 

 

様式８ 「全国中学校体育大会 監督依頼書」（依頼監督者の中学校長宛） 

外部指導者（コーチ）が引率をすることとなった中学校長が，依頼する監督者の中学校

長へ提出する文書。 

依頼する監督者の所属校長へご提出下さい。 

 

様式９ 「全国中学校体育大会 監督依頼書」（依頼監督者宛） 

外部指導者（コーチ）が引率をすることとなった中学校長が依頼する監督者へ提出する文

書。依頼する監督者へご提出下さい。 

 

様式１０ 「全国中学校体育大会 監督承諾書」（依頼した中学校長宛 中学校長用） 

依頼された監督者の中学校長が，依頼した中学校長へ提出する文書。 

直接，中学校長へご提出下さい。 

 

様式１１ 「全国中学校体育大会 監督承諾書」（依頼した中学校長宛 依頼監督用） 

依頼された監督者が，依頼した中学校長へ提出する文書。 

直接，中学校長へご提出下さい。 

 

 

   

 

 

 

〒920-0804 石川県金沢市鳴和2丁目10-60 金沢市立鳴和中学校内 

         平成２８年度全国中学校体育大会第４６回全国中学校バドミントン大会 

 石川県実行委員会バドミントン競技部 事務局長   宮前 仁 

          ℡ ０７６－２５３－０６１０ Fax ０７６－２５３－００４４ 

         事務局携帯 ０８０－９４１２－９９９１ 

          E-mail  zenchubad@ishikawa-jpa.jp 

大会HP   http://badminton.ishikawa-jpa.jp 

提出する際は，本冊子43～51ページをコピーするか，大会公式ホームページより

関係書類をダウンロードして下さい。 
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