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令和２年度 広島県高体連バドミントン専門部 第２回委員会 記録 

 

令和３年１月２６日(火)１４：３０～ 

                                                      安佐南区民文化センター中会議室 

 

１ 部長挨拶 

    校務のため欠席 

 

２ 県高体連バドミントン専門部委員について 

    １）令和３年度専門部委員について  

         【令和２年度現委員(○は地区委員長)】 

      委員長 久田（呉三津田） 

      広島地区（６名） ○三登（広島なぎさ），赤川（安田女子），古澤（崇徳）， 

相良（広島城北），池田（高陽），呉（国際学院）  

      福山地区（４名）  ○中原（市立福山），渡邊（福山工業），小方（府中）， 

杉野（銀河学院） 

      尾三地区（２名）  ○河野（尾道），花岡（総合技術） 

呉地区 （２名）  ○藤井（呉三津田），野宮（呉宮原） 

      三次地区（１名）  ○宮内（庄原格致） 

 

         【令和３年度新委員(○は地区委員長)】 

      委員長 久田（呉三津田） 

      広島地区（６名） ○未定（高陽東）新，赤川（安田女子），古澤（崇徳）， 

相良（広島城北），池田（高陽），呉（国際学院）  

  福山地区（４名）  ○杉野（銀河学院），中原（市立福山），未定（未定）， 

            未定（未定） 

      尾三地区（２名）  ○浜崎（広島商船）新，花岡（総合技術） 

呉地区 （２名）  ○野宮（呉宮原），道園（黒瀬）新 

      三次地区（１名）  ○宮内（庄原格致） 

 

     各地区の令和３年度専門部委員に変更が生じましたら，３月末までに久田へご連絡ください。 

 

  ２）令和３年度の専門部体制について 

         令和３年度の体制を本年３月中に専門部で検討する。 

       【令和２年度現専門部体制】 

    委員長        久田（呉三津田） 

      副委員長       花岡（総合技術） 

      会 計           古澤（崇徳） 

      競技委員長      池田（高陽） 

      強化普及対策委員長  赤川（安田女子） 

      強化普及対策副委員長 相良（広島城北） 
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３ 強化普及対策委員会より 

  １）高体連強化合宿について 

     ◯令和２年度事業報告 

 冬期強化合宿 期 日： 令和２年１２月１２日（土）～１３日（日） 

                  会 場： 高陽高校体育館（12/12男子会場）                 

                 広島城北高校体育館（12/13男子会場） 

                 戸河内ふれあいセンター（12/12・13女子会場） 

            参加者： 中国選抜大会県内出場者，県新人大会上位入賞者， 

福岡常葉高校（福岡県），高松商業高校（香川県） 

     

  ◯令和３年度事業計画 

夏期強化合宿 期 日： 令和３年 ７月下旬の２日間 

                  会 場： 呉市安浦体育館，三原リージョンプラザ（予定） 

宿 泊： 未定（感染拡大状況により通い合宿も検討） 

参加者： 県総体個人戦に出場した１・２年生および各地区からの推薦選手， 

     インターハイおよび国体ブロック予選出場の３年生 

 

          冬期強化合宿 期 日： 令和３年１２月１８日（土）・１９日（日） 

                        会 場： 未定 

                        参加者： 中国選抜大会県内出場者，他県有力校ほか 

 

  ２）令和３年度強化普及対策委員について 

【令和２年度現強化普及対策委員】 

委員長   赤川（安田女子） 

副委員長  相良（広島城北）  

委 員   広島地区  池田（高陽），世並（高陽）  

福山地区  三宅（戸手），濱本（福山葦陽） 

尾三地区  兼田（大崎海星） 

呉地区   髙井（清水ヶ丘） 

三次地区  山﨑（吉田） 

 

【令和３年度新強化普及対策委員】 

委員長   赤川（安田女子） 

副委員長  相良（広島城北）  

委 員   広島地区  池田（高陽），世並（高陽）  

福山地区  山口（福山明王台）新，未定（未定）， 

尾三地区  広本（尾道商業）新 

呉地区   髙井（清水ヶ丘） 

三次地区  山﨑（吉田） 

 

  各地区の令和３年度強化普及対策委員に変更が生じましたら，３月末までに久田へご連絡ください。 
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４ 令和３年度県大会について 

１）令和３年度県高校総体について 

          県総体 学校対抗戦 令和３年 ５月２９日（土）・３０日（日） 広島地区 

                 男子：佐伯区スポーツセンター 大体育室・小体育室 

                 女子：中区スポーツセンター 大体育室・小体育室 

           ※中国選手権大会（開催県）へ４校出場できるが，３位決定戦は行う。 

 

         個人対抗戦 令和３年 ６月 ５日（土）・ ６日（日） 呉 地区 

                 男子 6/5：呉市安浦体育館（８面＋２面分は本部席/待機スペース） 

                 男子 6/6：呉三津田高校体育館（６面） 

                 女子 6/5：呉宮原高校体育館（６面）【仮】 

                    ※安田女子大学体育館が使用可能なら 6/5は会場変更する。 

                 女子 6/6：呉宮原高校体育館（６面） 

            ※競技中の選手/審判/コール待ちの選手以外は会場外で待機させる。 

中国選手権大会（開催県）へ４複８単出場できる。３位決定戦は行わない。 

 

           監督会議  令和３年 ５月１１日（火）安佐南区民文化センター大会議室（予定） 

                        １０：００～ 第１回委員会 

                        １２：３０～ 第１回強化普及対策委員会 

                        １３：００～ 中国選手権大会実行委員会 

                        １３：３０～ 県総体監督会議／組合せ作成 

 

  ２）令和３年度県高校新人大会について 

      県新人 学校対抗戦 令和３年１１月１３日（土）・１４日（日） 尾三地区・福山地区 

                 男子 11/13：福山通運ローズアリーナ 

                 女子 11/13：三原リージョンプラザ 

                 男女 11/14：福山通運ローズアリーナ 

※びんご運動公園工事のため福山の会場を使用 

             個人対抗戦 令和３年１１月２０日（土）・２１日（日） 福山地区 

                 男子 11/20・21：未定（福山地区の高校） 

                 女子 11/20・21：未定（福山地区の高校） 

          ※競技中の選手/審判/コール待ちの選手以外は会場外で待機させる。 

           中国選抜大会（記念大会）へ４複４単出場できるため，３位決定戦は行わない。 

 

         監督会議  令和３年１０月   日（  ）びんご運動公園陸上競技場大会議室 

                        １０：３０～ 第２回委員会 

                        １３：００～ 第２回強化普及対策委員会 

                        １３：３０～ 県新人監督会議／組合せ作成 

 

※次年度は消毒費の削減のため，消毒液は専門部で用意するが，除菌シートは各参加者が必ず持参し， 

自分が接触した箇所や座った所の除菌を行うことを徹底する。 
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５ 中国大会関係 

１）第６４回中国高等学校バドミントン選手権大会について 

     期 日： 令和３年 ６月１８日（金）～２０日（日） 

          会 場： 広島県立総合体育館グリーンアリーナ（広島県広島市） 

     参加枠： 学校対抗 各県男女各３校 開催県４校 

個人対抗 各県男女各４複４単 開催県４複８単 

    【大会準備】 

      大会実施要項作成（久田），中国委員長会議で承認  大会実行委員編成案作成（久田） 

      ２／１１（木）県学年別大会当日，各事前提出書類を作成 

      事業計画書（久田），収支予算書（古澤）  高体連提出締切２／２６（金） 

      新年度体制が確定した後，広島地区を中心とした大会実行委員を確定 

      ４／９（金）の広島地区監督会議の際に大会実行委員へ業務依頼 

      ５／１１（火）１３：００～１３：２０ 中国選手権大会実行委員会 

      県高校総体組合せ作成後，担当ごとに業務確認および準備打合せ 

 

２）第５０回記念全国高等学校選抜バドミントン大会中国地区予選会について 

    期 日： 令和３年１２月２４日（金）～２６日（日） 

    会 場： 維新大晃アリーナ・カルチャールーム（山口県山口市） 

    参加枠： 学校対抗 各県男女各１校 

         個人対抗 各県男女各４複４単 開催。県８複４単（記念大会枠） 

    □中国選抜大会で県２位校同士による学校対抗を今後も継続して要望する。 

 

  ３）中国選手権大会および中国選抜大会の開催県ローテーションについて 

     広島県開催は，令和３年６月中国選手権大会，令和４年１２月中国選抜大会の予定。 

 

６ 全国大会・全国高体連関係 

  １）第４９回全国高等学校選抜バドミントン選手権大会について 

         期 日： 令和３年 ３月２４日(水)～２８日(日) 

          会 場： 宝来屋郡山総合体育館，県営あづま総合体育館（福島県郡山市，福島市） 

     参加枠：  学校対抗 中国地区から３チーム ◎女子学校対抗 安田女子高校出場 

個人対抗 中国地区から３複３単（同一県は２複２単まで） 
 

  ２）令和３年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）について 

     期 日： 令和３年 ８月８日(日)開会式，８月９日(月)～１３日(金)競技 

          会 場： 高岡市竹平記念体育館，ふくおか総合文化センター （富山県高岡市，射水市） 

アルビス小杉総合体育センター，新湊アイシン軽金属スポーツセンター 
 

  ３）令和７年度全国高校総体（インターハイ）の広島県開催について 

     令和元年１２月中旬，広島県を主開催県として中国ブロックでのインターハイ開催が決定。 

     同１２月下旬，県高体連事務局より委員長（久田）へ，県専門部としての意向調査あり。 

     （バドミントン競技の第１候補：広島県，第２候補：山口県） 

     令和３年度中には，行政（県および市町）との調整を経て開催地が正式決定する。 

     広島県開催が正式決定となれば，４年後の開催へ向けて準備を始める。  
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７ 県協会関係 

  １）令和３年度協会関係大会について 

国体少年県１次予選   ５月 ９日（日） 佐伯区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ，中区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

国体少年県２次予選   ７月１１日（日） 会場未定 

西瀬戸３県交流大会   開催未定 

全日本ジュニア県予選  ８月１７日（火）・１８日（水） 会場未定 

国体中国ブロック大会  ８月２７日（金）～２９日（日） 会場未定（岡山県） 

     県高校学年別大会    ２月 ５日（土）・ ６日（日） 会場未定 

          県個人総合選手権    ２月  日（ ） 呉市体育館 

     ひろしまオープン 2022  ２月１３日（日）・３月  日（ ） 県立総合体育館 

     県団体総合選手権    ３月 ６日（日） 三原リージョンプラザ 

 

  ２）その他 

     ・(公財)日本バドミントン協会登録について 

     ・公認審判員検定会（準３級）について 

     ・公認審判員準３級から３級への手続きについて 

 

８ 教職員連盟より 

１）各種教職員大会について 

第６０回全日本教職員バドミントン選手権大会について 

     令和３年 ８月１５日(日)～１９日(木)  新潟県新潟市 

 

第３１回中国地区教職員バドミントン選手権大会について 

   令和３年１２月２６日（日）・２７日（月）鳥取県 

 

第３８回広島県教職員バドミントン選手権大会について 

   令和３年１２月上旬  日程・会場未定 

 

９ 県高校学年別大会について 

 １）第２回広島県高等学校バドミントン学年別大会について 

     期  日： 令和３年 ２月１１日（木・祝） ※［２年生の部］日程変更あり 

    【日程変更の経緯】 

    当初 2/6［２年生の部］と 2/11［１年生の部］の分散開催を計画したが 

    広島市の集中対策期間が再延長（～ 2/7）となったため 2/6 は開催できず 

    別日程で会場を探したが各校の試験期間と重なってしまうため，やむなく  

2/11 午前午後に分けて［２年生の部］［１年生の部］同日開催となった  

 

     会  場： 男子 マエダハウジング東区スポーツセンター 大体育室・小体育室 

       女子 安芸区スポーツセンター 大体育室・小体育室 
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種  目：［男子２年生の部］ 

東区スポーツセンター 大体育室１０コート，小体育室４コート 

       シングルス 54名 ダブルス 57組 計 168名（出場辞退あり 1/26時点） 

準備８：３０～ 会場準備校：城北・高陽・国際学院・三津田 

開場・受付９：００  諸注意（放送）９：１０（選手は観覧席へ） 

競技開始９：３０  競技終了１３：００（予定） 

※入場できるのは［２年生の部］出場者および引率者のみ 

 

［男子１年生の部］ 

東区スポーツセンター 大体育室１０コート，小体育室４コート 

       シングルス 67名 ダブルス 58組 計 183名（出場辞退あり 1/26時点） 

開場・受付１２：３０（予定）  諸注意１２：４０（選手は小体育室へ） 

競技開始１３：００  競技終了１７：３０（予定） 完全撤収１８：００ 

※入場できるのは［１年生の部］出場者および引率者のみ 

 

［女子２年生の部］ 

安芸区スポーツセンター 大体育室１０コート，小体育室３コート 

       シングルス 50名 ダブルス 47組 計 144名（出場辞退あり 1/26時点） 

準備８：３５～ 会場準備校：安田女子・国際学院・高陽 etc 

開場・受付９：００  諸注意（放送）９：１０（選手は観覧席 or大体育室へ） 

競技開始９：３０  競技終了１３：００（予定） 

※入場できるのは［２年生の部］出場者および引率者のみ 

 

［女子１年生の部］ 

安芸区スポーツセンター 大体育室１０コート，小体育室３コート 

       シングルス 47名 ダブルス 51組 計 149名（出場辞退あり 1/26時点） 

開場・受付１２：３０（予定）  諸注意１２：４０（選手は小体育室へ） 

競技開始１３：００  競技終了１７：３０（予定） 完全撤収１８：００ 

※入場できるのは［１年生の部］出場者および引率者のみ 

 

   大会について：広島市の集中対策期間が再々延長となった場合，今年度の本大会は中止とする 

［２年生の部］延期による再申込は受け付けない 

       延期に伴って不参加となる場合は参加費不要とし当日棄権で扱う 

無観客試合とし，出場者および引率者以外は入場できない 

午前／午後で［２年生の部］［１年生の部］の入れ替えを行う 

［１年生の部］開場時間(１２：３０予定)は遅れる場合あり 

          開会式なし 監督会議なし 放送による諸注意のみ（午前／午後） 

全試合６－６プレイからの短縮ゲーム（延長あり） ２１点３ゲームマッチ 

          ３位決定戦は行わない 表彰は３位（ベスト４）まで行う 

          試合で敗退し審判を終えた学校は速やかに会場を出ること 

          本部席にて指定シャトル（REDSON BLACK）を販売する          



-7- 

 

 

   会場注意事項： ●東区スポーツセンター  

         準備は８：３０以降 

         第１駐車場（スポーツセンター前）は駐車ＮＧ  

         第２駐車場（坂の上にある砂利の広場）へ駐車（ 500 円／日） 

 

        ●安芸区スポーツセンター 

            ８：２０以前に来場しないこと  バスは駐車できない 

            スポーツセンター付近の道に車で並ばないこと  

            準備は８：３５以降  

         第１駐車場（スポーツセンター前）は駐車ＮＧ  

         第２駐車場（坂を下りたところ）へ駐車（無料）  

駐車場係（８：２０～９：３０）を第１・第２駐車場各１名配置  

 

感染対策について： 別紙参照 

 

 

準 備 物： 運営グッズ，パソコン，プリンター，シャトル（REDSON BLACK），消毒物品 

参加費領収書，シャトル販売領収書，賞状，優勝トロフィー（大会後購入） 

※会場別に準備する 

 

   そ の 他： 大会運営をしていただく先生にはお弁当が支給されます 

     

 

２）組合せ作成について 

 

      今後の出場辞退を整理して後日作成 


