
第21回 日本バウンドテニスゴールド愛媛大会
2018「ゴールドカップ」 シエアチーム日本一決定戦 !

【大会実施要項】

1。 日 程   平成 30年 10月 6日 (土 )、 7日 (日 )  ※ 観光は 8日 (月 )を予定

2。 場 所   松山市総合コミュニティーセンター 体育館

〒790‐0012 愛媛県松山市湊町七丁目5番地  電話 :089‐ 921‐ 8222

3。 主 催   一般財団法人 日本バウンドテニス協会

4。 主 管   愛媛県バウンドテニス協会

5。 後 援   愛媛県   愛媛県教育委員会   松山市   松山市教育委員会

(予 定)  公益財団法人愛媛県スポーツ協会

6。 協 賛    (株 )ヤクル ト本社  ヤクル ト商事 (株)  四国内ヤクル ト販売 (株)6社
7.協  力   四国ブロックバウンドテニス連絡協議会

公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団

8。 参加資格  60歳 以上の都道府県協会登録会員 (平成 30年 4月 1日 現在 )

9.募 集   最大 48チーム

(1)各都道府県から複数チームの申込みができる。

(2)申 込多数の場合は、主催者が調整し参加の可否を決定する。

(3)主催者が混成チームを組み、参加チームを補充する場合がある。

10。 チーム編成  1チーム 4名 を原則とする。

(1)1チームは、男子 2名 、女子 2名 の 4名 とする。ただし、男子の代わりに女子の

出場は認める。従ってチーム編成は、下記の①～③のいずれかになる。

① 男子 2名 と女子 2名  ② 男子 1名 と女子 3名  ③ 女子 4名

(2)体調不良、高齢など特別な事情があり、試合数を調整したい場合は、 5名での登

録も認める。ただし、申込書にその旨記入し、実行委員会の了承を得ること。

(3)他都道府県選手との混成チームでの申し込みは認めない。

11.大会日程予定

大会 1日 目

10月 6日 (土 )

11:00

11:15～ 11:55

12:00～ 12:50

13:00～ 18:00

19:00～

選手集合

開会式

親睦BTラ リー戦

ゴール ドカップ予選リーグ戦

懇親会

大会 2日 目

10月 7日 (日 )

9:00～  9:25

9:30～ 16:30

12:00～ 13:00

16:30～ 17:00

開始式

ゴール ドカップ

(1)シ エアチーム日本一決定戦

(2)親睦チーム戦

昼食

表彰式・閉会式



12。 競技種目

(1)ゴールドカップ

① 全チーム参加の予選リーグ戦

② 予選上位チームによる、シエアチーム日本一決定戦 (リ ーグ0ト ーナメント戦)

③ 予選下位チームによる、親睦チーム戦 (リ ーグ戦方式)

(2)親睦BTラ リー戦

13。 競技方法  試合は、競技規則 (平成 30年 4月 1日 現在)によるほか、次の事項により実施する。

(1)「ゴールドカップ」各種目共通

① 男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3試合による団体戦とする。

1-1になった場合のみ、第 3試合の混合ダブルスを行う。

なお、混合ダブルスにおけるペアの組み合わせに制限は設けない。

② 全試合 7ゲームマッチで4ゲTム先取 (3-3タイブレーク)とする。

ただし、参加チーム数、進行状況などにより変更する場合がある。

(2)「 ゴール ドカップ」予選リーグ戦

① 4チームを1つ のブロックとしてリーグ戦を行い、 1位～4位を決定する。

各ブロック上位 2チームが「日本一決定戦」に進出する。

各ブロック下位 2チームが 「親睦チーム戦」に進出する。

② リーグ戦の勝率が同じ場合の順位の決め方は、次の順序による。

(ア)ゲームの勝率 (勝ちゲーム数十全ゲーム数)

(イ)ゲームの勝率が同じ場合は、代表者 1名 によるジャンケンにより決定する。

(3)「 ゴールドカップ」シエアチーム日本一決定戦

① 3チームを1つ のブロックとしてリーグ戦を行い、 1位チームによる決勝 トー

ナメント戦方式とする。

② 決勝 トーナメント戦の初戦敗者チームによる親睦 トーナメント戦を行う。

(4)「 ゴールドカップ」親睦チーム戦

① リーグ戦方式で行う。

② 順位の決め方は、予選リーグ戦と同一とする。

(5)親睦BTラ リー戦

① lチーム 6人の組み合わせは、大会本部が決定する。

② l分間のラリー戦 3回の合計回数を競う。同数の場合の順位の決め方は、次の

順序による。

(ア)3回 目のラリー回数の多い方を上位とする。

(イ)3回目も同数の場合は 2回 目のラリー回数の多い方を上位とする。

(ウ)ラ リー回数が 3回 とも同数の場合は、代表者 1名 によるジャンケンにより

決定する。

(6)籍葬半J

ゴール ドカップ戦は、対戦チーム相互で行うものとする。

親睦 BTラ リー戦は、大会本部で行う。

14.組合せ  申し込み締め切り後、大会実行委員会で組合せを決定する。



15。 表 彰

(1)ゴール ドカップ シエアチーム日本一決定戦の部

① 優 勝  ゴール ドカップと賞状及び副賞をチーム全員に授与する。

② 準優勝  賞状と副賞をチーム全員に授与する。

③ 第 3位  賞状と副賞をチーム全員に授与する。

④ 特別賞  副賞をチーム全員に授与する。(親睦トーナメント戦第 1位 )

(2)ゴール ドカップ 親睦チーム戦の部

① グループ優勝  副賞をチーム全員に授与する。

② 特  別  賞  大会役員にて独自の項目で審査し複数チームを表彰する。

(3)親睦BTラ リー戦の部

① 優 勝  賞状と副賞をチーム全員に授与する。

② 準優勝  賞状と副賞をチーム全員に授与する。

③ 第 3位  賞状と副賞をチーム全員に授与する。

16。 大会参加料 1人 5, 000円 (1チーム20, 000円 )

(会場までの移動経費及び宿泊、懇親会、弁当代、観光料金は含まない。)

17.申込方法

(1)申込用紙に必要事項を記入の上、平成 30年 7月 31日 (火)までに日本バウンド

テニス協会事務局宛に郵送で申し込むこと。

(2)8月 10日 (金)までに大会に参加できるか否かの通知をするので、参加が認めら

れたチームは8月 31日 (金)までに大会参加料を下記口座へ振り込むこと。

【大会申込先】 〒105‐0021 東京都港区東新橋 1-1-19
-般財団法人 日本バウンドテニス協会 事務局

Tel: 03‐ 3574-8932  Fax: 03‐ 5568‐ 7383

Mail: kyokaic)boundtennis.or.jp

【参加料振込先】伊予銀行 新居浜市役所出張所 普通 口座番号 1042968

愛媛県バウンドテニス協会 伊藤繁次郎

(振込手数料は、自己負担でお願いします。)

18.その他

(1)懇親会、宿泊、観光については、東武 トップツアーズ松山支店が全てをお世話いた

しますので、別紙資料を参考にお申し込みください。

※ 懇親会のみの参加や旅行のみの参加の場合でも、お申込み及びお支払については、

東武 トップツアーズ松山支店にお願いいたします。

(2)大会での事故に対しては、スポーツ傷害保険を限度として補償いたします。

傷害が生じた場合、応急手当のみとし、その他の責任は負いません。

また、体調管理については無理をしないよう十分自己管理でお願いいたします。

以  上


