21.12.18 | 埼玉県 / 戸田市

第2回 Gappariオープンバドミントン大会
✭✭✭ エントリー状況（10月21日現在） ✭✭✭
全ての種目が定員に達しました。
たくさんのエントリーありがとうございます。

✭✭✭ 趣旨 ✭✭✭
参加資格：オープン参加の団体戦です。中学生以上の方であればどなたでもご参加いただけます。
WD→MD→XDの順番で試合を行います。男子選手はMDとXDを兼ねることはできませんが、女子選手はWDとXDで兼ねて
出場することができますので、男子3名以上、女子2名以上の計5名以上でエントリーをお願いします。
大会当日にGappariブースで会員登録＆ガット張りをしていただいた方にお得な特典をプレゼント！
たくさんの方のご参加をお待ちしております！
✭✭✭ 種目 ✭✭✭
- 混合団体戦 1～3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 ✭✭✭
12,000円 / チーム
Gappariユーザー1名につき1,000円引き！（最大3,000円まで）
※チーム内Gappariユーザー数による参加費のお値引きは、当日参加いただくことが原則となります。
当日ご参加いただけなかった場合はお値引き分を徴収させていただきますのでご留意ください。

✭✭✭ 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（山田）」までご連絡ください。

【感染拡大防止に係る措置について】
感染拡大防止のため、参加者のみなさまにおかれましては以下の項目（①～⑧）について遵守していただきますようお願い
致します。
また、これを遵守できない参加者の方がいらっしゃった場合、他の参加者の安全を確保する等の観点から、大会への参加取
り消し、ならびに途中退場を求める場合がある旨をご承知おきください。

① 以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。
ア 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
ウ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃
厚接触がある場合
② マスクを持参し、参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用すること。
③ 厚生労働省から提供されている新型コロナウイルス接触確認アプリ『COCOA』をインストールし、電源を on にした上で
Bluetooth を有効にすること。
④ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。
⑤ 他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍを目安に最低１ｍ）を確保すること。（障がい者の誘導や介助
を行う場合を除く）
⑥ イベント中に大きな声で会話、応援等をしないこと。
⑦ 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと。
⑧ イベント終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等
について報告すること。
尚、本大会は「公益財団法人日本スポーツ協会」が定めた『感染拡大予防ガイドライン』に従うとともに、会場となる施設
管理者と十分協議をし、感染拡大防止に細心の注意を払いながら開催いたします。

【大会中止時のご返金対応について】
開催時の感染症拡大の状況に応じ、主催者の判断で開催を中止させていただく場合がございます。
この場合の返金ルールは以下の通りとなります。
■弊社側の過失による大会中止の場合
ex : 参加者が集められず催行不可、体育館の予約ができていなかったなどの理由
→
全額ご返金いたします。
■その他の要因による大会中止の場合
ex : 自然災害、ならびに感染症拡大防止のための措置等による中止
→
エントリー期間中（基本的には開催の3週間前）：全額ご返金いたします。
開催まで2週間以上：事務手数料として1チームあたり500円を差し引いた金額をご返金いたします。
開催まで2週間未満：事務手数料として1チームあたり1,000円を差し引いた金額をご返金いたします。
上記ご理解のうえ、エントリーならびに参加費の決済を行っていただきますようお願い致します。
参加対象: 中学生, 高校生, 大学生, 専門学校生, 社会人

運営団体
主催

minton

WebサイトURL

https://minton.jp/company

協賛

・コンポジットテクノ株式会社
・KIZUNA JAPAN 株式会社
・有限会社マテリアルクルー

開催概要

開催日1

2021年12月18日（土）
会場名: 戸田市スポーツセンター
URL: https://www.toda-spc.or.jp/
住所: 335-0021 埼玉県戸田市新曽１２８６
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

エントリー

2021年10月14日 (木)〜2021年11月27日 (土)

受付期間
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（ただし、下記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
- 大会中の写真撮影、ならびにブログ等への掲載を許容できること

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。
※ゲームの点数については参加数に応じて決定します。

総定員数

32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

2021年12月11日 (土)

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

現行の（公財）日本バドミントン協会第１種検定合格球を大会運営者が用意し、使用する。

その他備考

------------------------------------------- 感染症拡大予防について ------------------------------------------本大会は、下記「感染拡大予防ガイドライン」に沿って開催します。 代表者の方はガイドラインをダ
ウンロードし、選手のみなさまへ共有していただきますようお願い致します。
#1. 感染拡大予防ガイドライン → 大会に参加される方は必ずご一読ください。
https://drive.google.com/file/d/1E0sRo0alHVEmzmv1uD_yGzdB2dXMH_hz/view?usp=sharing
#2. 健康チェックシート → 大会開催日の前後14日間、本フォーマットでご自身の健康チェックを行
ってください。（ご提出は不要です）
https://drive.google.com/file/d/1jhymRiKJC35aN_HWuIh40pUXpVqOmvW8/view?usp=sharing
#3.【※大会前日にご回答ください】健康チェック・出場者名簿 回答フォーム → チーム代表者の方は
下記フォームから、メンバー全員の健康チェック結果・出場者名簿のご提出をお願い致します。
https://forms.gle/UTG9kiF68uPTcq9V8
#4.メンバー変更がある場合は下記フォームを送信してください。
https://forms.gle/HHzhC9KXDiRFcE8X9
------------------------------------------- 駐車場について ------------------------------------------駐車できる台数に制限がありますので、できる限り、複数名でのお乗り合わせをお願いします。

種目
混合 混合団体戦1部
種目: 団体戦（混合）, 種目別定員: 8チーム
メンバー人数: 男子 3～4名 / 女子 2～4名
参加費用: 12,000 円 / チーム
(Gappariユーザー1名: 11,000円 / チーム | Gappariユーザー2名: 10,000円 / チーム | Gappariユーザー3名以上: 9,000円 /
チーム)
競技レベル：上級
混合 混合団体戦2部
種目: 団体戦（混合）, 種目別定員: 12チーム
メンバー人数: 男子 3～4名 / 女子 2～4名
参加費用: 12,000 円 / チーム
(Gappariユーザー1名: 11,000円 / チーム | Gappariユーザー2名: 10,000円 / チーム | Gappariユーザー3名以上: 9,000円 /
チーム)
競技レベル：中級
混合 混合団体戦3部
種目: 団体戦（混合）, 種目別定員: 12チーム
メンバー人数: 男子 3～4名 / 女子 2～4名
参加費用: 12,000 円 / チーム
(Gappariユーザー1名: 11,000円 / チーム | Gappariユーザー2名: 10,000円 / チーム | Gappariユーザー3名以上: 9,000円 /
チーム)
競技レベル：初級

お問い合わせ先

minton
受付担当: 山田峻太朗
TEL: 080-9670-4264 / Mail: info@minton.jp

開催要項URL
https://minton.jp/Competition/detail/396
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