令和元年度 広島県高体連バドミントン専門部
第１回 委員会・部会 記録
令和元年５月８日(水)
委員会１０：３０～

部会１３：３０～

会 場 安佐南区民文化センター大会議室
１

部長挨拶

校務のため欠席

２

県高体連専門部関係
１）令和元年度広島県高体連バドミントン専門部役員
部 長
委員長

※：事務局 ○：各地区委員長

河部 眞利（安芸南） 新
※久田 和典（安芸南）

[県委員］
広島地区

※古澤 謙吾 （崇 徳） 会計
※相良 展広 （広島城北） 競技委員長
赤川 雅美 （安田女子）
◯三登 龍一 （広島なぎさ） 新
呉

洸星 （広島国際学院）

池田 晋也 （高 陽）
福山地区

渡邊 清成 （福山工業）
小方 愛由美（府 中） 新
◯中原 正人 （市立福山）
杉野 友亮 （銀河学院） 新

尾三地区

※花岡

理 （総合技術） 副委員長

◯河野 昭文 （尾 道） 新
呉地区

野宮 三鈴（呉宮原） 新
◯藤井 直樹（呉三津田）

三次地区

○山﨑 宏樹（吉 田）

[強化普及対策委員］
委員長

赤川 雅美（安田女子）

副委員長

池田 晋也（高 陽）

委

広島地区

相良 展広（広島城北）

世並 征之（高 陽）

福山地区

新宮 奈々（福山葦陽） 新

濱本 菜摘（福山葦陽） 新

尾三地区

兼田 侑也（大崎海星） 新

呉地区

髙井 英行（清水ヶ丘）

三次地区

山﨑 宏樹（吉 田）

員
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２）平成３０年度専門部事業報告
期

日

５月１３日(日)

大 会 名

会

国体県代表選手選考会
（少年の部１次予選）

場

中区ＳＣ

考
－

男子－中区ＳＣ(１日目)・
広島城北高校(２日目)
女子－安佐南区ＳＣ(１日目)・
基町高校(２日目)
監督会議
５月８日(火)
１３：３０～
安佐南区民文化ｾﾝﾀｰ
呉市総合体育館ｵｰｸｱﾘｰﾅ

６月２日(土)
県高校総体（学校対抗戦）
～６月３日(日)

６月９日(土)
県高校総体（個人対抗戦）
～６月１０日(日)

６月２２日(金)
中国高等学校選手権大会
ｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
～６月２４日(日)
（鳥取県開催）
ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ体育館

７月１６日(月)

備

国体県代表選手選考会
（少年の部２次予選）

中区ＳＣ

７月３０日(月)
県高体連夏期強化合宿
～７月３１日(火)

呉市安浦体育館
三原ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ
竹原ﾊﾞﾝﾌﾞｰｼﾞｮｲﾊｲﾗﾝﾄﾞ

８月１０日(金)
JOC全日本ジュニア県予選会
～８月１１日(土)

安佐北区ＳＣ

１１月１０日(土)
県高校新人大会（学校対抗戦） びんご運動公園体育館
～１１月１１日(日)
１１月１７日(土)
男子－市立福山高校(予定)
県高校新人大会（個人対抗戦）
～１１月１８日(日)
女子－福山葦陽高校(予定)

－

－

豪雨災害により中止

－

監督会議
１０月２６日(金)
１３：３０～
びんご運動公園

坂町ｻﾝｽﾀｰﾎｰﾙ(１日目男子)
県立総合体育館(１日目女子)
広島城北高校(２日目男子)
高陽高校(２日目女子)

－

１２月２５日(火)
全国選抜大会中国地区予選会 県立総合体育館(１・２日目)
～１２月２７日(木)
（広島県開催） 中区ＳＣ(３日目)

－

２月１０日(日)

－

１２月１５日(土)
県高体連冬期強化合宿
～１２月１６日(日)

高校１年生大会

びんご運動公園体育館

３）平成３０年度専門部会計報告…別紙参照

-2-

４）令和元年度専門部事業計画

期

日

５月１２日(日)

大 会 名

会

国体県代表選手選考会
（少年の部１次予選）

場

中区ＳＣ

６月１日(土)
県高校総体（学校対抗戦）
～６月２日(日)

男子－安佐南区ＳＣ
女子－東区ＳＣ

６月８日(土)
県高校総体（個人対抗戦）
～６月９日(日)

男子－呉宮原高校
女子－清水ヶ丘高校

６月２１日(金)
中国高等学校選手権大会
松江市総合体育館
～６月２３日(日)
（島根県開催） （島根県松江市）

７月１４日(日)

国体県代表選手選考会
（少年の部２次予選）

備

考
－

監督会議
５月８日(水)
１３：３０～
安佐南区民文化ｾﾝﾀｰ

－

安芸区ＳＣ

－

８月６日(火)
県高体連夏期強化合宿
～８月７日(水)

呉市安浦体育館
三原リージョンプラザ 他

－

８月１６日(金)
JOC全日本ジュニア県予選会
～８月１７日(土)

県立総合体育館

－

１１月９日(土)
県高校新人大会（学校対抗戦） びんご運動公園体育館
～１１月１０日(日)
１１月１６日(土)
男子－市立福山高校(予定)
県高校新人大会（個人対抗戦）
～１１月１７日(日)
女子－福山葦陽高校(予定)

監督会議
１０月１８日(金)
１３：３０～
びんご運動公園

１２月１４日(土)
県高体連冬期強化合宿
～１２月１５日(日)

会場未定

－

１２月２０日(金)
全国選抜大会中国地区予選会
～１２月２２日(日)

ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ（鳥取県鳥取市）

－

２月８日(日)

男子－びんご運動公園体育館
女子－安佐南区ＳＣ

－

県高校学年別大会
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５）その他の主な予定
期

日

大 会 名

会

場

６月２９日(土)
中国地区総合選手権大会
東区ＳＣ
～６月３０日(日)
県予選会
７月３１日(水)
全国高等学校総合体育大会
～８月５日(月)

備

考

高校生出場可

八代市総合体育館 ほか
（熊本県八代市）

－

８月２３日(金)
国体中国ブロック大会
鹿島総合体育館
～２５日(日)
（山口県開催） （島根県松江市）

－

２月１５日(土)
ヨネックス杯
県立総合体育館
～１６日(日)
ひろしまオープン2020

高校生出場可

３月８日(日)

県団体総合選手権大会

三原リージョンプラザ

高校生出場可

３月１５日(日)

県個人総合選手権大会

呉市体育館

高校生出場可
(参加制限あり)

６）強化普及対策委員会より
平成３０年度報告
○夏期強化合宿 ７月３０日（月）～ ７月３１日（火）
会 場： 呉市安浦体育館（7/30・31 Ａ会場）
三原リージョンプラザ（7/30 Ｂ会場）
バンブージョイハイランド（7/31 Ｂ会場）
参加者： 県総体個人対抗戦出場の１・２年生
⇒７月の豪雨災害による会場周辺の被災や交通遮断等により中止

○冬期強化合宿 １２月１５日（土）～１６日（日）
会 場： 坂町サンスターホール（12/15 男子会場）
県立総合体育館大アリーナ（12/15 女子会場）
広島城北高校体育館（12/16 男子会場）
高陽高校体育館（12/16 女子会場）
参加者： 中国選抜大会県内出場者，香川県立高松商業高校（12/16），
広島ガス選手（12/15），社会人
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令和元年度計画
○夏期強化合宿 ８月６日(火)～８月７日(水)
会 場： 呉市安浦体育館
三原リージョンプラザ ほか
宿 泊： 大広苑(竹原市)
参加者： 県総体個人対抗戦に出場した１・２年生
○冬期強化合宿 １２月１４日(土)～１５日(日)を予定
会 場： 未定
参加者： 選抜中国予選会に出場する選手
スパーリングパートナーとして他県選手を招待する予定
７）ルール改正（サービス高 1.15ｍ）への対応について…別紙参照
８）その他
第２回委員会

令和元年１０月１８日（金）１０：３０～

びんご運動公園

１３：３０～

びんご運動公園

県新人大会監督会議
第３回委員会
３

令和２年１月２８日(火)１４：００～ 安佐南区民文化センター（予定）

高体連関係
１）広島県高等学校体育連盟「引率・監督規定」について（確認）
（１）引率責任者は，当該校の校長・教員とする。
（２）監督，コーチは校長が認める指導者とし，それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険
（スポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。

２）全国高体連運営負担金の徴収について…別紙参照
３）2020 年インターハイ開催に向けた特別基金について…別紙参照
４）引率外教員の大会役員派遣時の旅費について
県総体および県新人大会において，生徒引率を伴わない競技役員の先生には，県高体連より
旅費が支給されます。出張の認否を確認するハガキのやりとりをしますので，必ず事前に
各地区委員長を通して会計（崇徳高校 古澤）へお知らせください。事後請求はできません。
５）高体連主催大会における個人情報に関する取り扱いについて…別紙参照
６）体罰根絶に向けた取り組みの再確認について…別紙参照
７）外国人留学生の高校総体参加について
該当する選手が予選に出場する場合は，事前に委員長（安芸南 久田）へお知らせください。
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４

中国大会関係
１）第６２回中国高等学校バドミントン選手権大会について
期 日： 令和元年６月２１日（金）～２３日（日）
会 場： 松江市総合体育館（島根県松江市）
メイン・サブ合わせて１８面（２日目以降はメインアリーナのみ使用）
参加枠： 学校対抗戦 各県男女各３校 開催県４校
個人対抗戦 各県男女各４複４単 開催県４複８単
※本大会より１日目の開会式後に学校対抗戦１回戦および２回戦を実施する。
２）第４８回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： 令和元年１２月２０日(金)～２２日(日)
会 場： コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク（鳥取県鳥取市）
メインアリーナ１２面
※参加枠，組合せ，試合日程，試合方式について改正あり。
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，平成３３年６月中国選手権大会，平成３４年１２月中国選抜大会の予定。

５

全国大会関係
１）令和元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： 令和元年 ７月３１日(水)開会式 ８月１日(木)～５日(月)競技
会 場： 八代市総合体育館 ほか （熊本県八代市）
２）第４８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２年３月下旬
会 場： 鹿児島県鹿児島市
参加枠： 学校対抗戦 中国地区から３チーム（同一県は１チームまで）
個人対抗戦 中国地区から３複３単（同一県は２複２単まで）
３）第２５回全国私立高等学校選抜バドミントン大会について
期 日： 令和２年８月２４日(月)～２７日(木) [広島県開催]
会 場： 県立総合体育館大アリーナ ほか

６

県協会関係
１）第７４回国民体育大会広島県代表選手選考会（少年１次）について
日 程：５月１２日(日) シングルスのみ
会 場：広島市中区スポーツセンター大小体育室 ９：００開場（８：３５～準備）
参加費：一人 500 円
※駐車場は，隣接の広島市工業技術センター駐車場を利用。
８：３５までは駐車できない。近隣住民の迷惑になるため道路に停車しないこと。
ルール改正（サービス高 1.15ｍ）に対応して，支柱にテープを巻き，選手のウエアにリボンを
つけます。リボンは基本的に各校で用意することとしますが，本部でも準備します。
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２）全日本ジュニア県予選(ジュニアの部)について
日 程：８月１６日(金) ダブルスよりはじめ，シングルスも行う。
８月１７日(土) シングルスの残り試合を行う。
会 場：県立総合体育館

※８月１６日(金)はジュニア新人の部も同会場で行う。

★大会参加資格および参加人数制限
①高１・高２まで出場可能(中３も出場可)
②各校２複２単まで(単・複を兼ねて出場できる)
※学校をまたいでダブルスのペアを組む場合は，どちらか一方の学校の出場枠を使う。
③本年度の県総体個人戦に出場した選手は推薦出場の権利があるので，上記②の参加人数枠と
別枠扱いとする。ただし，ダブルスについてはペアが変わっていない場合のみ適用する。
④参加費 一人１種目 500 円(シングルス１人 500 円，ダブルス１組 1,000 円)
３）広島県高等学校バドミントン学年別大会の開催について
今年度より「広島県高等学校バドミントン１年生大会」を拡大して，新たに
「広島県高等学校バドミントン学年別大会」を開催する。
種 目：１年生の部ダブルス・シングルス，２年生の部ダブルス・シングルス
日 時：令和２年２月８日（土）
男子会場：びんご運動公園，女子会場：安佐南区スポーツセンター
出場枠および試合方式は，県高校１年生大会を引き継ぐ。
各校男女とも２複２単（シングルスとダブルスは兼ねられない），３位決定戦は行わない。
４）強化指導委員会より
小中高合同練習会について 月１回 小中高の選抜選手による合同練習会
５）その他
県協会主催の大会（国体予選，全日本ジュニア県予選，県１年生大会）の要項および申込書は，
高体連から送付いたしませんので，県協会のホームページよりダウンロードしてください。
県協会主催の大会は使用シャトル銘柄の指定があり，当日会場で購入できます。

７

教職員連盟関係
１）第５８回全日本教職員バドミントン選手権大会について
令和元年８月１１日(日)～１４日(水) 長崎県長崎市
２）第２９回中国地区教職員バドミントン選手権大会について
令和元年１２月２１日(土)～２２日(日)

広島県広島市

３）第３６回広島県教職員バドミントン選手権大会について
令和元年１２月上旬

会場未定
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８

県高校総体関係
１）日時，会場，開場・開始時間
第一日目
会
学校対抗戦

男子

場

開

場

第二日目

開

始

開

場

開

始

安佐南区ＳＣ

９：００

１０：３０

９：００

９：３０

東区ＳＣ

９：００

１０：３０

９：００

９：３０

男子

呉宮原高校

９：００

１０：００

８：３０

９：００

女子

清水ヶ丘高校

９：００

１０：００

８：３０

９：００

６／１・２
（広島地区） 女子

個人対抗戦
６／８・９
（呉地区）

２）会場について
学校対抗戦
●安佐南区スポーツセンター（男子会場１・２日目）
６／１（土）８：３５より会場準備可，９：００開場

６／２（日）９：００開場

※開場時間まで列を作って待機し，脇の通用口から入場
送迎の車やバスはスポーツセンター前での駐停車不可
●東区スポーツセンター（女子会場１・２日目）
６／１（土）８：３５より会場準備可，９：００開場
※駐車場は有料５００円/日
個人対抗戦
●呉宮原高校（男子会場１・２日目）
６／８（土）９：００開場，６／９（日）８：３０開場
会場校より…

●清水ヶ丘高校（女子会場１・２日目）
６／８（土）９：００開場，６／９（日）８：３０開場
会場校より…
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６／２（日）９：００開場

◆会場使用上の注意
・観客席について

各校の選手・マネージャー・監督・コーチが優先的に座席に座れる
よう，応援・観戦等で来られる方は座席をお譲りください。

・ゴミの持ち帰りの徹底 会場で購入した飲料の容器の持ち帰りにご協力ください。
・貴重品の管理の徹底

盗難被害が頻発しています。各校でご指導をお願いします。

・会場でのマナーの遵守 スマホ・ゲーム等で遊ぶことがないよう各校でご指導ください。
・フラッシュ撮影禁止

保護者を含め周知をお願いします。

・忘れ物について

忘れ物は一旦事務局で預かり，一定期間後に処分します。

３）大会運営について
担当地区で競技役員を決めて，役員名簿を地区委員長から競技委員長へご提出ください。
また，駐車場係および座席表等をご準備ください。
引率外役員については，事前に地区委員長から会計へお知らせください。
会場準備および片付けは，担当地区の学校を中心にお願いします。
学校対抗戦の受付時に全国高体連運営負担金の徴収を行います。
学校対抗戦において，オーダー交換所を設けます。
ルール改正（サービス高 1.15ｍ）に対応して，支柱にテープを巻き，選手のウエアにリボンを
つけます。リボンは基本的に各校で用意することとしますが，本部でも準備します。
４）その他
・県総体の参加資格には規定があります。大会要項で参加資格をよくご確認ください。
・大会出場者は，日本バドミントン協会の登録が必要です。（高校生 年間 1,000 円）
学校対抗戦では，監督・コーチ・マネージャー・控え選手すべての登録をお願いします。
学校ごとにインターネットで協会登録システムから登録手続きをしてください。…別紙参照
・大会日程が２日間にまたがるため，１日目の最後の敗者になったチームや選手は原則２日目の
最初の審判があります。２日目の審判も含めて大会への参加となりますので，宿泊や引率の計
画をよろしくお願いします。
・必ず，競技規則を理解している生徒が審判を務めるようにしてください。
・きちんと審判ができていない場合は，まず引率教員に対応していただくので，本部席へ申し出
てください。審判をしている生徒へ直接，抗議や指導を行わないようにお願いします。
ジャッジに対して主審への質問はできますが，主審及び線審への抗議は認められていません。
５）プログラム編成
・学校対抗戦についてシード校の確認・抽選
・学校対抗戦組合せ抽選
・個人対抗戦について委員会のシード案提示
・個人対抗戦組合せ作成
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