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日デバ協発 20-035 号 

2021 年３月吉日 

一般社団法人日本デフバドミントン協会 

選考委員会 

 

第 24 回夏季デフリンピック競技大会(バドミントン競技)日本代表選手選考会開催要項 

 

目的：第 24 回夏季デフリンピック競技大会に向けて、デフバドミントン選手が最高のパフォーマンスを発揮すること

を目指し、各選手の競技力向上、次世代を担う選手の育成、選手・役員間の信頼関係の構築等を通じて、世界に

通用する競技力を持った選手団づくりを目的とし、選考基準を規定することにより、公正かつ適切な選考の実施

と、選考における透明性の確保を図ることを目的とする。 

 

主催：一般社団法人日本デフバドミントン協会 

 

日時： 

一次選考  2021 年６月 19 日(土)    13:00～16:30  男女シングルス (12:00 受付) 

 20 日(日)    9:30～13:00 男女ダブルス ( 9:00 受付) 

 20 日(日)    13:00～15:00 混合ダブルス (12:30 受付) 

最終選考 2021 年７月 22 日(木・祝) 13:00～16:30 男女シングルス (12:00 受付) 

 23 日(金・祝) 9:30～13:00 男女ダブルス ( 9:00 受付) 

 23 日(金・祝) 13:00～15:00 混合ダブルス (12:30 受付) 

※日程表の時間通りに会場にお越し下さい。３密を避けるための措置ですので、ご協力下さい。 

 

場所：一次選考【2021 年６月 19 日(土)～20 日(日)】 

会場名：熊谷市立籠原体育館 

住 所：〒360-0847 埼玉県熊谷市籠原南３丁目 15 番地４ 

T E L：048-531-2929      交 通：JR 籠原駅から徒歩６分 

 

最終選考【2021 年７月 22日(木・祝)～23 日(金・祝)】 

会場名：クローバープラザ(Clover Plaza) 

住 所：〒816-0804 福岡県春日市原町３丁目１－７ 

T E L: 092-584-1212      交 通：JR 春日駅から徒歩３分 

 

参加資格：１．2021 年度本協会の会員である者 

２．2021 年度(一財)全日本ろうあ連盟の会員である者 

※但し、過去の国際大会に出場経験のある者については 2020 年度以前の会員有無を確認させて 

 頂くことがあります。該当する方は申込後に、事務局より改めて連絡させて頂きます。 

 

実施種目：男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス 

  ※但し、各大会のペアはどちらも同じペアで申し込むものとする。 
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競技方法：１．トーナメント形式 

２． 組み合わせは主催者が決定して当日発表 

３． トーナメントは、21 点３ゲームマッチで延長ゲームありとする。 

４． 参加者数により、種目の中止、もしくは競技方法を変更する場合がある。 

５． 各種目の１位から３位に選考ポイントを付与する。 

        １位…10pt ２位…６pt ３位…３pt 

 

競技規則：公益財団法人日本バドミントン協会、現行競技規則並びに同大運営規程及び同審判員規定による。 

 

参加費：男女シングルス 1 名 5,000 円 

    男女ダブルス  1 組 10,000 円(1 名 5,000円) 

混合ダブルス  1 組 10,000 円(1 名 5,000 円) 

※上記金額は選考会２回分の合計金額とする。 

 

振込先：【銀 行 名】楽天銀行 

【支 店 名】第一営業支店 

【口座番号】(普)7735216 

【口 座 名】一般社団法人日本デフバドミントン協会(ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾆﾎﾝﾃﾞﾌﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｷｮｳｶｲ) 

※振込手数料は各自負担でお願いいたします。 

 

申込方法：同封の別紙、申請書(別紙)に必要事項を記入の上、期限までに郵送でお申込みください。 

なお、電話・ＦＡＸ・電子メールによるお申込みは受け付けません。 

 

申 込 先：〒360-0846 埼玉県熊谷市拾六間 1066-2 アリエス B202 

     一般社団法人日本デフバドミントン協会 選考委員会 事務担当 

 

申込・振込期限：2021 年６月４日(金)必着 

期限までに入金の確認が出来ない場合、エントリーは自動的にキャンセルとなります。 

また、申込期限を過ぎての出場取消は欠場扱いとなり、参加料の返金は致しません。 

 以前(2020 年１月)に申込・振込済の方はそのまま受理致します。当初の申込より変更があった際は早急にご連絡ください。 

 

旅費・宿泊費：自己負担とする。 

 

携帯品：健康保険証(コピー不可)、マスク、アルコール消毒、体温計、健康観察シート 

 

選手選考：代表選手選考は、下記のデフリンピック選考基準により選考委員会が選考を行う。 

(１) 下記選考会での獲得選考ポイントが特に多い者 

   (男女シングルス 各１名、男女ダブルス・混合ダブルス 各１ペア) 

   ・第 24 回デフリンピック競技大会日本代表選手１次選考会(於：日程：2021 年６月 19 日～20 日) 

   ・第 24 回デフリンピック競技大会日本代表選手最終選考会(於：日程：2021 年７月 22 日～23 日) 

  但し、各種目で獲得選考ポイントが同数の選手が複数いる場合は、日本ランキングや世界ランキング

を加味して選考委員会で決定する。 
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(２) 強化委員会推薦 

2017～2020 年度の強化合宿の模様及び各種大会(国際大会、一般大会)での実績、日本ランキング・

世界ランキングなどを参考に強化委員会にて決定する。 

(３) 上記(1)において該当者が重複または辞退した場合は、(2)の強化委員会推薦を増員する。 

 

選考委員 山﨑 広一(ナショナル・ユースチーム コーチ) 

     小堀 知史(ナショナル・ユースチーム アシスタントコーチ) 

     岡野 篤郎(ナショナル・ユースチーム トレーナー) 

 

補助基準・注意事項 

(１)デフリンピック日本代表選手の正式決定は、派遣団体である一般財団法人全日本ろうあ連盟により決定される。 

(２)デフリンピック日本代表選手は、編成方針及び選考基準に則って選考されるが、その派遣人数は ICSDが定めるエ

ントリー数の上限の枠を保証するものではない。 

(３)デフリンピック日本代表選手は当協会が定める規程及び誓約事項を遵守するものとする。 

(４)下記の項目に該当する場合は、デフリンピック日本代表選手を取消すことがある。 

１)心身の健康に関わる問題、ドーピング防止活動に関わる問題等が生じた場合。 

２)故障等により、競技力を発揮できない事態が生じた場合 

３)１年間の間に大会実績が及ばなかった場合 

４)当協会が定める規程及び誓約事項を遵守しない場合 

(５)デフリンピック日本代表選手が故障等で参加が不能となった場合に備えて、補欠選手を強化委員会で推薦し、理

事会にて決定する。 

(６)デフリンピック日本代表選手は、強化委員会が特に認めた場合を除き、計画する強化合宿及び大会に参加する義

務を負うものとする。 

(７)デフリンピック日本代表選手は、代表選考後のトレーニング状況を報告すると共に、トレーナーがメディカルチ

ェックの必要があると判断した場合は、応じる義務を負うものとする。 

(８)新型コロナウイルスの影響により選考会が中止または延期になる場合は、本協会事務局よりお知らせします。 

(９)新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、体育館への入館は参加選手のみとさせていただきます(保護者、

指導者ほか同行者の入館はできません)。また選考会の見学も中止いたします。 

(10)新型コロナウイルス感染拡大の影響により、選考会が１回になる場合もあります。１回のみになった場合、参加

費は選考会終了後、半額返納いたします。 

(11)競技服装は、公益財団法人日本バドミントン協会が公認するものを着用するものとします。 

(12)ペアについては、当協会で斡旋は致しません。 

(13)第 24 回夏季デフリンピック競技大会 

日 程：2022 年５月１日(日)～15 日(日)(予定) 

開催地：ブラジル カシアス・ド・スル市(予定) 

   種目：団体戦、男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス(予定) 

以上 

問合せ先 

一般社団法人日本デフバドミントン協会 

E メール：info_jbad_2002@jbad.or.jp 
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第 24回夏季デフリンピック競技大会(バドミントン競技) 

日本代表選手選考会参加申込書 

 

選 手 名 種 目 出場 

 
男子シングルス 

女子シングルス 

出場する 

出場しない 

 

選 手 名 種 目 出場 

 

 男子ダブルス 

女子ダブルス 

出場する 

出場しない パートナー名 

 

※選手名(パートナー)を記入してください。      ※出場は○をつけてください。 

 

選 手 名 種 目 出場 

 

 
混合ダブルス 

出場する 

出場しない パートナー名 

 

※選手名(パートナー)を記入してください。      ※出場は○をつけてください。 

 

記入日        年    月    日  

 

 氏名       印    

    〒 

 住所                

ＦＡＸ                   

Ｅ－ｍａｉｌ               

 

 


