2018 ⽶国ラスベラカス全球華⼈バドミントン邀請⼤会
試合要項
⼀、主授権単位：ＷＣＢＦ−全球華⼈⽻⽑球聨合会 (World Chinese Badminton Federation)
⼆、主

催：ＷＣＢＦ−全球華⼈⽻⽑球聨合会―⽶国分会(World Chinese Badminton
Federation-United States Branch)

三 期

⽇：2018 年 7 ⽉ 20 ⽇（⾦)〜7 ⽉ 22 ⽇（⽇）

四、 場

所：南星カジノ&温泉ホテル（9777 ラスベラカス南⼤道 内華達州(NEVADA 州) 89183
South Point Casino and SPA Hotel（9777 Las Vegas Boulevard South Las Vegas,
Nevadsa 89183 United States）

五、種

⽬：

（⼀）専業組（プロ級）年齢制限無し
⓵男子単⓶男子複⓷女子単⓸女子複⓹混合複
（⼆）業餘組：⓵各年齢層
35 歳⓵男子単・複⓶女子単・複⓷混合複⓸夫婦複
40 歳⓵男子単・複⓶女子単・複⓷混合複⓸夫婦複
45 歳⓵男子単・複⓶女子単・複⓷混合複⓸夫婦複
50 歳⓵男子単・複⓶女子単・複⓷混合複⓸夫婦複
55 歳⓵男子単・複⓶女子単・複⓷混合複⓸夫婦複
60 歳⓵男子単・複⓶女子単・複⓷混合複⓸夫婦複
65 歳⓵男子単・複⓶女子単・複⓷混合複⓸夫婦複
70 歳⓵男子単・複⓶女子単・複⓷混合複⓸夫婦複
75 歳⓵男子単・複⓶女子単・複⓷混合複⓸夫婦複
⼆⼈年齢合計組
100 歳組⓵男子複⓶女子複⓷混合複（各選手の年齢は最低 40 歳）
110 歳組⓵男子複⓶女子複⓷混合複（各選手の年齢は最低 45 歳）
120 歳組⓵男子複⓶女子複⓷混合複（各選手の年齢は最低 50 歳）
130 歳組⓵男子複⓶女子複⓷混合複（各選手の年齢は最低 55 歳）

140 歳組⓵男子複⓶女子複⓷混合複（各選手の年齢は最低 60 歳）
150 歳組⓵男子複⓶女子複⓷混合複（各選手の年齢は最低 65 歳）
★年齢はパスポートにより・2018 年−⽣まれ年＝年齢
例：2018 年−1983 年=35 歳（1983 年以後の⽣まれはエントリーができない）
六、参加資格：
（⼀）国籍種族に制限無し、全球バドミントン愛好者共エントリーが出来ます。
参加者は各⾃必ず⾃願参加の意を述べ、⾃⾝の健康に気をつけ、試合期間中若しも意外なる
傷害のときは（⼤会が選⼿たちに保険を掛けた以外は）各⾃⼀切の責任を負うこと。
（⼆）エントリーは⼀⼈⼆種⽬まで、
（三）年齢合計組⼀⼈エントリーは⼀⼈⼀組まで。、
（四）同性質種⽬⼀⼈エントリーは⼀⼈⼀組まで。（例：45 歳単エントリーが⼜ 50 歳単にエントリー
は出来ない。複・混合も同じ）、
（五）各国或いは地区プロ級選⼿・国家代表隊或るいは協会甲組級選⼿ は必ず専業
（プロ級）にエントリーのこと。専業組にエントリーの選⼿は再び業餘組にエントリーは出来ない。
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（六）各国退役(引退)選⼿ 50 歳者はこの場に限らず、但し同資格⼆⼈がペアで専業組にエントリ−
出場は出来ない。
（七）専業組及び業餘組・共年齢を下げてのエントリーは出きるが上げてのエントリーは出来ない。
（⼋）各種⽬各組において若しも 3 組以上のエントリーが無い時は取り消しか合併なることもある。
★ 参加選⼿はかならず写真付きの⾝分証明（パスポート)持参のこと若し無ければ棄権と⾒な
す。
★夫婦組種⽬参加選⼿の夫妻⾝分は各チームのキャプテンが責任を負うこと。

七、報名⼿続(エントリー)
（⼀）申込期⽇：TBD
（⼆）場

未定

所：（9777 ラスベラカス南⼤道、ラスベラカス 内華達州 89183 ＵＳＡ（9777 Las
Vegas,Nevadsa 89183 United States）

（三) 参加料
Ａ：ツイン部屋参加 1 種⽬⼀⼈ 550 ドル、参加 2 種⽬⼀⼈ 600 ドル
Ｂ：シングル部屋参加 1 種⽬⼀⼈ 950 ドル、参加 2 種⽬⼀⼈ 1000 ドル
Ｃ；ビザを取る為必要なる邀請函の代⾦は⼀封につき 50 ドル
Ｄ：選⼿歓送晩餐会は⾃由⽅式にて(7 ⽉ 22 ⽇)⼀⼈ 60 ドル、参加したき⼈は
エントリーの時⼀緒に払って下さい。
（四）申込⽅法
Ａ：E-Mail エントリー：jienhuang@gmail.com
Ｂ；微信（wechat）2018Iv 詢問処/2018Iv 報名処
（五）参加料は申込期⽇までに下期⼝座に振り込むこと。
参加料振込み先
⼾

名：TBD 未定

銀

⾏：TBD 未定

⼝

座：TBD 未定

聯絡⼈：Jien huang,jienhuang@gmail.com
☆振込み後エントリー表に振込み⼈の⽒名及び銀⾏カード NO 後ろ五桁の数字を記⼊の事、
以上⼀つを⽋けてもいけない。☆
（六）参加料をを払っていなければ⼿続エントリー不完全と⾒て試合プログラムに組まないのでご注意下

さい。尚棄権者には参加料は返⾦しない。
（七）本会⼤会エントリーに使⽤した個⼈資料は只⼤会に必要とする⽤途に限り⼜報名表にも明確に
「本⼈同意所提供個⼈資料作為⼤会辦理賽事使⽤」
（⼋）早めにエントリーすれば（2017 年 3 ⽉ 31 ⽇）ツイン部屋は 50 ドル・シングル部屋は 100 ド
ルの差っ引きの優待があります。
⼋、競技⽅法
（⼀）世界⽻聯（BWF）の最新バドミントン規則により。各組共ラリーポイント 31 点⼀ゲーム制を採
⽤、16 点の時エンドチェンジをし、セッティングはしない。先に 31 点獲得側が勝ち。
（⼆）選⼿が試合時間を 5 分間過ぎても出場しない時は棄権とみなすのでご注意下さい。（試合
場に掛けた時計を基準）但し別の試合と重なった時は先に競技組に話す
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事。（⼜連続試合の時は 5 分間の休みが出来る）
（三）⼤会には試合時間と試合コートの調整をする権利があり、選⼿に異議は無し。
九、賽程公告（タイムテーブル）
（⼀）エントリー締切り後ネットにてエントリ者の名前を公告、若し異議或いは遺漏があれば公告後
5 ⽇間内⼤会に連絡確認を。
（⼆）タイムテーブルは⼤会 20 ⽇前に第⼀次公告の予定。（本番は移動する可能あるので参考ま
でに）若し異議或いは遺漏があれば公告後 5 ⽇内（7 ⽉ 5 ⽇）⼤会に連絡確認を⽇にち
を過ぎれば再び変動することは無し。
（三）最終正式なるタイムテーブルは⼤会 10 ⽇前 7 ⽉ 10 ⽇に第 2 次公告を、本番でプログラムと
同様であり修改移動することはしない。代表者会議及び⼤会当⽇現場にての修改移動はで

きませんおでどうか悪しからず。
⼗、表

彰
（⼀）専業組及び業餘組ともメタルがあり、専業組別に賞⾦あり。
（⼆）各組エントリー⼈数が 8 ⼈(組)以上 4 位まで、6〜7 ⼈(組)は 3 位まで 4〜5 ⼈(組)は 2 位ま
で、3 ⼈（組）は 1 位だけ、それぞれメタルがあります。
（三）参加選⼿には記念 T シャツ⼀枚あり。
（四）抗議事件
A,年齢問題：当場審判に提出、写真付きの⾝分証⼜はパスポートにより、若し年齢不実
者・証件無しの選⼿は棄権を判す。
B,資格問題：当場審判に提出、抗議者も⾃分の証件を持ち確認し事実なれば棄権を判
す。
（五）調べにより若しも資格不実、他⼈の名にて出場⼜はエントリーが三種⽬オーバの⼈は今⼤会の
成績は全部取り消し⼀年の参加を拒絶します。
（六）参加選⼿或いはリーダが⼤会審判に対して不正当なる⾏為にて延誤試合⼜は妨害試合等
の時は今⼤会の成績は全部取り消し⼀年の参加を拒絶します。

⼗⼀、本⼤会には公共以外責任保険があり；具体的保障範囲別に通知します
⼗⼆、若しも不周到なることがあれば別に公告実施をする。
備

考
専業組賞⾦総数⽶ドル＄8.000（若しエントリーが不⾜ 4 隊(⼈)の時は取り消し。
観衆はこの⼤会中無料にて⼊場して⾒ることができます。

（⼀）歓送晩餐会時間：具体的なる時間：未定

（⼆）場 所南星カジノ&温泉ホテル

South Point Casino and SPA Hotel

（三）⼤会委員会においては以上要項については保留⼜は随時修改する権利あり。
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