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第3回 minton福岡オープン選手権大会【混合団体戦】
ポータルサイト「minton」を運営する株式会社mintonが主催するオープン大会です。
人気の高い男女混合の団体戦（WD→MD→XD）
男子/女子それぞれ1名まで兼ねられますので、男子2名 + 女子2名からエントリーが可能です。
前回大会のレポート記事へのリンクを「その他」欄に記載しています。
とても楽しい雰囲気が伝わると思いますので是非ご覧ください。
遠方からのご参加も大歓迎！初心者・初級者の方も大歓迎！
1～4部と細かくクラス分けされていますので、みなさまお誘いあわせのうえご参加ください。
※中学生以上であればどなたでもご参加いただけます。
たくさんの方のエントリーをお待ちしております。

✭✭✭ 種目 ✭✭✭
- 混合団体戦 1部
- 混合団体戦 2部
- 混合団体戦 3部
- 混合団体戦 4部
※詳細については本画面下部の種目リストにてご確認ください。

✭✭✭ 参加費 ✭✭✭
一般チーム：10,000円 / チーム
高校生チーム：9,000円 / チーム（大人1名まで可）
中学生チーム：8,000円 / チーム（大人1名まで可）

✭✭✭ エントリー方法 ✭✭✭
本画面の「エントリーする!」ボタンをクリックし、エントリー内容（チーム名・種目・参加選手）を入力のうえ、お手続き
をお願いします。
- minton会員の方をエントリーする場合、チームメンバーから選択するか、名前で検索してください。
- minton会員以外の方をエントリーする場合、「minton会員以外のユーザーを追加」ボタンから、必要事項を入力してくだ
さい。
※ 本大会に関するお問い合わせにつきましては、画面下部の「お問い合わせ先（平子）」までご連絡ください。
参加対象: 中学生, 高校生, 大学生, 専門学校生, 社会人
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開催概要
開催日1

2019年3月24日（日）
会場名: 福岡市立早良体育館
URL: http://www.sawara-taiikukan.com/
住所: 811-1103 福岡県福岡市早良区四箇６丁目１７−６
開催種目: 混合団体戦 1部, 混合団体戦 2部, 混合団体戦 3部, 混合団体戦 4部
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競技方式

予選リーグ方式

※トーナメント / 予選リーグ

参加資格

オープン（但し、以下の条件を満たしていること）
- 中学生以上で、主審・線審ができること。
- 写真の撮影、ならびにmintonブログ等のメディアでの公開を許容できること。

競技規則

現行の（公財）日本バドミントン協会競技規則・同大会運営規程、および同公認審判員規程による。

総定員数

54チーム
エントリー期間中であっても、総定員に達した時点でエントリーを締め切らせていただく場合がござい
ます。

※種目別に定員数が設定されている場合、総定員数に達していなくてもエントリーできなくなる可能性があります。

メンバーチェンジ

その他

について
複数種目への

許可しない

重複エントリー
申込後の

原則として認めません。

キャンセル
組み合わせ

2019年3月14日（木）

公開予定日

組み合わせは、エントリー締切り後に主催者側で責任をもって決定します。

服装について

運動のしやすい活動的な服装で参加してください。

シャトルについて

大会運営者が用意する。

その他備考

■対戦方式について
- WD→MD→XDの順番で対戦します。
- 予選リーグは、MDまでで決着が付いた場合でもXDまで行います。
- 決勝トーナメントは、MDまでで決着が付いた場合打ち切り（XDは行わない）とします。
- 男子選手/女子選手それぞれ1名まで、XDとその他の種目（WD/MD）を兼任することが可能です。

■表彰について
各種目2位まで表彰状＋賞品を授与します。

■前回大会のレポート
ｰｰｰ【イベントレポート】第1回 minton福岡オープン選手権大会
http://blog.minton.jp/report_fukuoka_open_1st
ｰｰｰ【イベントレポート】第2回 minton福岡オープン選手権大会
http://blog.minton.jp/report_fukuoka_open_2nd

■大会エントリー手順（スマホ版）
エントリーの手順が分からない場合、下記マニュアルをご参照ください。
http://blog.minton.jp/wp-content/uploads/2018/01/mintons_entry_procedure.pdf

■駐車場について
早良体育館の駐車可能台数に限りがあるため、現在、近隣の小学校（四箇田小学校）に駐車させてもら
えないかを確認中です。
回答が来次第、掲載いたします。

種目
混合 混合団体戦 1部
種目: 団体戦（混合）, 種目別定員: 指定なし
メンバー人数: 男子 2～4名 / 女子 2～4名
参加費用: 10,000 円 / チーム
(高校生チーム（大人1名まで可）: 9,000円 / チーム | 中学生チーム（大人1名まで可）: 8,000円 / チーム)
競技レベルの目安：下記条件Ａ／Ｂ／Ｃの "いずれか" に該当する方。
【Ａ】他の大会で1部にエントリーし、入賞経験のある方
【Ｂ】全日本社会人・インターハイ・インカレのいずれかに出場経験のある方
【Ｃ】全日本シニアで上位入賞の経験があり、40歳未満の方
※あくまでも目安としてご参照ください。

混合 混合団体戦 2部
種目: 団体戦（混合）, 種目別定員: 指定なし
メンバー人数: 男子 2～4名 / 女子 2～4名
参加費用: 10,000 円 / チーム
(高校生チーム（大人1名まで可）: 9,000円 / チーム | 中学生チーム（大人1名まで可）: 8,000円 / チーム)
競技レベルの目安：下記条件Ａ／Ｂの "いずれか" に該当する方。
【Ａ】他の大会で2部にエントリーし、入賞経験のある方
【Ｂ】全国レベルの大会に出場することを目標に練習されている方
※あくまでも目安としてご参照ください。
混合 混合団体戦 3部
種目: 団体戦（混合）, 種目別定員: 指定なし
メンバー人数: 男子 2～4名 / 女子 2～4名
参加費用: 10,000 円 / チーム
(高校生チーム（大人1名まで可）: 9,000円 / チーム | 中学生チーム（大人1名まで可）: 8,000円 / チーム)
競技レベルの目安：下記条件Ａ／Ｂ／Ｃの "いずれか" に該当する方。
【Ａ】他の大会で2部にエントリーしているが、なかなか入賞できない方
【Ｂ】他の大会で3部にエントリーされている方
【Ｃ】他のクラスの定義に該当しない方
※あくまでも目安としてご参照ください。
混合 混合団体戦 4部
種目: 団体戦（混合）, 種目別定員: 指定なし
メンバー人数: 男子 2～4名 / 女子 2～4名
参加費用: 10,000 円 / チーム
(高校生チーム（大人1名まで可）: 9,000円 / チーム | 中学生チーム（大人1名まで可）: 8,000円 / チーム)
競技レベルの目安：下記条件Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄの "いずれか" に該当する方。
【Ａ】競技歴3年未満の方
【Ｂ】各ストローク（クリア, ロブ, スマッシュ, ドロップ etc.）を打ち分けることが難しい方
【Ｃ】他の大会で3部～4部にエントリーしているがなかなか勝てない方
【Ｄ】ペアの方と合算で100歳以上になる方
※あくまでも目安としてご参照ください。

お問い合わせ先
minton
受付担当: 平子将太
TEL: 080-3423-8960 / Mail: hirako@minton.jp

開催要項URL
https://minton.jp/Competition/detail/182
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