
第 32回 関東バドミントン連盟 ジュニア＜中学生＞強化育成事業 

平成 27年度 第 20回開催記念関東中学生オープンバドミントン大会 
開催にあたって 

 
はじめに 

 この度は、平成２７年度第２０回開催記念関東中学生オープンバドミントン大会の競技役
員をお引き受け頂き感謝申し上げます。皆様をはじめ、職場や学校等に多大なご迷惑をかけ
る中での業務遂行になりますが、多くの参加者が訪れる中、円滑な大会運営を図りすばらし
い大会を創りあけることができますよう、精一杯のご活躍をお願い申し上げます。 

 

１ 服装について 

 （１）ＴＰＯを考えた身だしなみをお願いします。 
 （２）競技役員の服装 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
２ 報償費の支給 

 （１）競技役員（教師役員、依頼看護師） 
   ①朝の受付点呼時に各運営部の責任者（副責任者）が出席を確認し、会計担当が報償

費を準備します。各運営部の責任者（副責任者）を通じて支給します。 
②印鑑を必ずご持参下さい。忘れた場合は、サインをお願いします。 

（２）競技役員（主審） 

   ①朝の受付点呼時に審判部主審代表の方が出席を確認し、会計担当が報償費を準備し

ます。各審判部主審代表の方を通じて支給します。 
②印鑑を必ずご持参下さい。忘れた場合は、サインをお願いします。 

＊〈責任者〉 三浦  泰子（２６．２７日）、神田 義雄（２８日） 
（３）競技役員（生徒役員） 

①紛失事故を防ぐために各中学校の顧問の先生にまとめてお渡しします。 

②当日解散時または、後日顧問の先生から受け取って下さい。 

 

３ 競技役員・生徒役員の心得・その他注意点 
 
【来場・退場に際して】 

 （１）事故等に遭わないよう時間にゆとりを持って行動して下さい。特に、会場周辺では 

来場者に注意して下さい。 

・自家用車で来場される方は、第１体育館裏側（テニスコート側）、または、第２体育 

館寄り道路側の奥からの駐車場を利用して下さい。市内循環バス停付近は、参加チ 
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ャケット（紺、黒、
灰） 

スラックスやスカ
ート（紺、黒、灰） 

バドミントンシューズ 
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ーム、応援保護者の方に優先的に利用して頂きます。 

・プール前の駐車場は、絶対に利用しないで下さい。（他の施設利用者が使用します） 
・自転車は、駐輪場が限られていますので、県大会と同じ場所に整然と駐輪して下さ 

い。（必ず鍵をして下さい。） 

 （２）大会関係者は下足箱の使用はできません。下足用袋を用意して頂き、控室にお持ち 

下さい。 

 （３）個人の所有物の管理は、各自で責任を持って行って下さい。 

 （４）控室について 

   ①教師役員 競技役員・主審控室（１Ｆ選手控室） 昼食・休憩で使用できます。 

   ②主  審 主審・競技役員控室（１Ｆ会議室）  昼食・休憩で使用できます。 

         １Ｆに主審控席があります。 

   ③生徒役員 ２Ｆ多目的ホール（朝の打ち合わせ、昼食時、休憩時、反省会） 

生徒役員待機場所は、２Ｆ観客席です。 

 
【業務に関して】 

（１）各運営部の責任者（副責任者）の指示のもと業務を遂行して下さい。（進行状況によ
り業務に偏りが予想されますがご承知おき下さい。）  

選手第一（プレーヤーズファースト）の業務を心がけて下さい。 

①総 務 部  （責任者）関根 冬藏  （副責任者）鹿島 善昭 

②競 技 部  （責任者）杉田 和樹  （副責任者）山口 暁之 
③審 判 部  （責任者）磯下由貴子  （副責任者）伊賀 祐輝 
④記録広報部  （責任者）大澤 一之  （副責任者）大下 将孝 

⑤会 場 部  （責任者）白神 朝樹  （副責任者）鈴木 慎一 

⑥式 典 部  （責任者）小林  剛  （副責任者）新井 靖史 

⑦強 化 部  （責任者）名倉 康弘  

⑧主   審  （責任者）三浦  泰子（２６．２７日）、神田 義雄（２８日）  
 （２）持ち場を離れる場合は、各運営部の責任者に分かるように所在を明らかにして下さ 

い。病気その他事故などが生じた場合は、各運営部の責任者（副責任者）に連絡を取 

り、必要な事項について適切に引き継ぎをして下さい。 

 （３）対応は、「親切」「ていねい」「迅速」をモットーに、大会参加者の全員の人々から好 

感が持たれ、「参加して良かった」「埼玉に来て良かった」と言われる大会にしましょ 

う。そのためには、次の事項に気をつけて下さい。 

①あいさつは大きく、元気よく、笑顔でしましょう。 

②大会に関する質問には、できる限り答えられる知識を持ち、親切、ていねいな対応 

を心がけて下さい。「わかりません。」ではなく、「確認します。調べてきます。」な 

どの対応をお願いします。ｗｅｂで大会情報をご確認下さい。 

 （４）トラブル等で、各運営部の責任者（副責任者）の指示を受ける間がない場合は、で 

きるだけ関係者と相談の上、臨機応変に対応し、必ず責任者（副責任者）に事後報告 

をするようにして下さい。 

 （５）各運営部の責任者（副責任者）が中心となって、朝の打ち合わせ・反省会を行って 

下さい。 

①朝の打ち合わせ 入場前に体育館職員玄関入り口付近で行って下さい。雨天時は、 

入場後、各運営部の活動場所で行って下さい。 

・総務部、競技部、審判部、記録広報部（８：００～８：１５） 

・会場部（７：３０～７：４５） （含む雨天時） 

②業務終了時 各運営部の活動場所で行って下さい。 

（６）生徒役員については、各中学校の顧問の指示に従って下さい。 



【その他】 

（１）服装は、定められたものを着用して下さい。 

（２）各運営部ごとに責任者（副責任者）が次のことを行います。 

①朝の点呼 出席確認を行います。 

②報償費支払い 印鑑をご持参下さい。主審の方には、主審代表の方にまとめてお渡 

しします。 

 （３）お弁当は、各控室に用意してあります。弁当受け取り表に名前を記入して下さい。
引き渡し時間は、午前１１時００分～午後３時００分です。 

（４）体育館施設内は全館禁煙になっていますので、必ず指定された場所で喫煙して下さ 

い。 

   （職員用玄関入り口付近が喫煙場所です。） 

（５）急に休まなければならない場合は、下記にご連絡下さい。 

①教師役員 関根携帯０９０－２５６１－１７１３ 

②依頼主審（協会） 審判部代表 ２６日（土）２７日（日）三浦さん 

                ２８日（月）神田さん 

③生徒役員 各中学校の顧問の先生 

 

２ 大会日程（集合時間・解散時間） 

 （１）１２月２５日（金） 前日準備 
   ①入  場  ９：００ １Ｆ入口から 
   ②集合点呼  ９：２０ アリーナにて 
   ③指示説明  指示書配布 

   ④会場設営  ９：４０～ 
    ・コート設営 ・本部設営 ・各控室設営 
   ⑤諸作業・強化 

 ・表示  ・横断幕、看板設置  ・プラカード製作  ・ＩＤカード 
    ・業務必携綴じ込み  ・歓迎袋袋詰め  ・お礼状袋詰め 
   ⑥昼食・報償費受け取り 
   ⑦諸作業の続き 

   ⑧会場設営（開会式リハーサル用） 
   ⑨反省会・業務終了 １６：００を目安に（強化部は別対応） 

 （２）１２月２６日（土） 第１日目 
①集合点呼 ８：００ 

体育館職員玄関入り口付近で行います。雨天時は、入場後、各運営部の活動場所で 
行います。 

②入  場 ８：２０ 
③開  場 ８：３０ 

   ④会場準備 ８：４０ 
⑤開会式リハーサル ９：００～ 

   ⑥コート設営 ９：４０～ 
   ⑦公式練習 １０：１５～１１：１５  昼食１０：３０～各控室 
   ⑧都県委員長会議 １０：３０～１１：３０  

⑨審判会議１０：３０～多目的ホール 
   ⑩開会式準備 １１：２０～１１：５０ 

   ⑪監督会議  １２：００～１２：３０ 多目的ホール 
   ⑫第１試合オーダー交換 １２：３０～１２：４５ 多目的ホール 



   ⑬開会式 １３：００～１３：３０ アリーナ 

   ⑭コート設営 １３：３０～１３：５０ アリーナ 
   ⑮第１試合 １４：００～１５：３０  

⑯第２試合オーダー交換 １５：１５～オーダー交換所 
   ⑰第２試合 １５：３０～１７：００  

⑱生徒役員 １６：３０業務終了・解散→生徒役員業務の引き継ぎ 
   ⑲片付け・反省会 １７：１０～    

⑳解散 １７：３０ 
（試合の状況により業務終了時間に変更が生じますのでご了承下さい。） 

（３）１２月２７日（日） 第２日目 
①集合点呼 ８：００（会場部は、７：３０～ 雨天時も） 

体育館職員玄関入り口付近で行います。雨天時は、入場後、各運営部の活動場所で 

行います。 

②準備入場 ８：２０ 
③一般開場 ８：３０～ 

   ④会場準備 ８：４０ 
⑤審判員打ち合わせ ８：５０～ 多目的ホール 

   ⑥公式練習 ９：００～９：２０   
⑦第３試合オーダー交換 ９：１５～オーダー交換所 

   ⑧第３試合 ９：３０～１１：３０           昼食１０：３０～各控室 
⑨第４試合オーダー交換 １１：４５～オーダー交換所 

   ⑩第４試合 １２：００～１４：００ 
   ⑪第５試合オーダー交換 １３：４５～オーダー交換所 

   ⑫第５試合 １４：００～１６：００ 
   ⑬生徒役員 １６：３０業務終了・解散→生徒役員業務の引き継ぎ 
   ⑭片付け・反省会 １６：１０～    

⑮解散 １６：３０ 
（試合の状況により業務終了時間に変更が生じますのでご了承下さい。） 

（４）１２月２８日（月） 第３日目 
①集合点呼 ８：００（会場部は、７：３０～ 雨天時も） 

体育館職員玄関入り口付近で行います。雨天時は、入場後、各運営部の活動場所で 
行います。 

②準備入場 ８：２０  

③開場 ８：３０～ 
   ④会場準備 ８：４０ 

⑤審判員打ち合わせ ８：５０～ 多目的ホール 
   ⑥公式練習 ９：００～９：２０   

⑦第６試合オーダー交換 ９：１５～オーダー交換所 
   ⑧第６試合 ９：３０～１１：００           昼食１０：３０～各控室 

⑨第７試合オーダー交換 １０：４５～オーダー交換所 
   ⑩第７試合 １１：００～１２：３０ 
   ⑪閉会式準備 １２：３０～１２：５０ 
   ⑫閉会式 １３：００～１３：３０ 
   ⑬会場片付け １３：３０～ 

   ⑭全体反省会 １４：００～    
⑮解散 １５：００ 
（試合の状況により業務終了時間に変更が生じますのでご了承下さい。） 


