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令和３年度 広島県高体連バドミントン専門部 

第２回 委員会・部会 記録 

令和３年１０月２２日(金) 

                                                         委員会 １０：００～ 

                                 部 会 １３：３０～ 

                                                       会 場 びんご運動公園大会議室 

１ 部長挨拶     

       校務のため欠席 

 

２ 県高体連専門部関係 

    ○ 全国大会出場報告 

     全国高校総体  男子団体：広島城北  男子個人：広島城北，高陽 

             女子団体：安田女子  女子個人：安田女子 

 

  １）令和４年度大会日程・会場について 

    ・各地区で会場の確保をお願いいたします。 

    ・県高体連より，祝日の大会開催は避けるようにと指示されております。 

     祝日が日曜日のときは開催可能となり，その場合振替休日が開催を避ける日となります。 
 

          県総体 学校対抗戦   令和４年 ５月２８日（土）・２９日（日） 広島地区 （予定） 

         個人対抗戦   令和４年 ６月 ４日（土）・ ５日（日）  呉 地区 （予定） 

 

      県新人 学校対抗戦   令和４年１１月 ５日（土）・ ６日（日） 尾三地区 （予定） 

             個人対抗戦   令和４年１１月１２日（土）・１３日（日） 福山地区 （予定） 
 

  ２）強化普及対策委員会より 

 ・夏期強化合宿 期 日： 令和３年 ８月 ２日（月）・ ３日（火） 

           （報告）   会 場： 県立総合体育館大アリーナ（男女 8/2） 

広島城北高校（男子 8/3），基町高校（女子 8/3） 

宿 泊： 宿泊なし（通い合宿） 

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， 

     インターハイ出場の３年生，他県の有力校（福岡常葉高校） 

     広島ガス選手，県内社会人選手 

 

        ・冬期強化合宿 期 日： 令和３年１２月２５日（土）・２６日（日） 

           （予定）   会 場： 広島城北高校（男子 12/25），高陽高校［未定］（男子 12/26） 

安田女子高校（女子 12/25・26） 

            参加者： 中国選抜大会出場者，他県の有力校 
 

  ３）その他 

       第３回委員会 令和４年１月２５日（火）１４：３０～ 安佐南区民文化センター 

    広島地区公認審判検定会（準３級） 開催予定なし 

    福山地区公認審判検定会（準３級） 開催予定なし 
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３ 県高体連関係 

  １）広島県高等学校体育連盟「大会開催基準要項」（令和２年４月２２日改定）について 

イ 引率責任者は，団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校長の認める

学校の職員とする。但し個人の場合で校長の認める他校の職員の場合は，県高体連及び関係専門

部の承認を得ていること。また，校長から引率を委嘱された「部活動指導員」（学校教育法施行

規則第78条の２に示された者）も可とする。但し，「部活動指導員」に引率を委嘱する校長は，

県高体連会長に事前に届け出る。 

ウ 監督，コーチ等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・損害賠償保険

（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）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

長を通して会計委員（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。 

 

４ 中国高体連専門部関係 

１）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４年 １月 ７日（金）～ ９日（日） 

    会 場： キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（山口県周南市） 

    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） 
 

  ２）第６５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４年 ６月２４日（金）～２６日（日） 

          会 場： 岡山県総合グラウンド ジップアリーナ岡山（岡山県岡山市） 

     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 
 

  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 

    今後の広島県開催は，令和５年１月中国選抜大会，令和８年６月中国選手権大会の予定。  

 

５ 全国高体連専門部関係 

  １）第５０回記念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４年 ３月２５日（金）～２８日（月）※開会式は開催しない 

          会 場： 日環アリーナ栃木（栃木県宇都宮市） 

     参加枠：  学校対抗戦 各県代表１校（記念大会枠） 

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） 
 

  ２）令和４年度全高等学校総合体育大会（インターハイ）について 

     期 日： 令和４年 ７月２３日(土)開会式 ７月２４日(日)～２８日(木)競技 

          会 場： 吉野川市民プラザ（吉野川市） 

とくぎんトモニアリーナ［徳島市立体育館］（徳島市） 

鳴門・大塚スポーツパークアミノバリューホール（鳴門市） 

鳴門・大塚スポーツパークソイジョイ武道館（鳴門市） 
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  ３）令和７年度全国高校総体（インターハイ）の中国ブロック開催について 

     令和元年１２月中旬，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。 

     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見込み。 

現状，広島県で開催希望の競技が多く，他県との調整が難航している。 

それによりバドミントン競技は他県（山口県？）開催の可能性が高まっている。 
 

 ４）その他 

     ㈶ヨネックススポーツ振興財団の助成事業／奨学事業について 

 

６ 県協会関係 

  １）本年度後半の県協会主催で高校生が参加可能な大会について 

     県高校学年別大会    ２月 ５日（土） 安佐南区/中区スポーツセンター【２年生の部】 

                 ２月１２日（土） 安佐南区/中区スポーツセンター【１年生の部】 

県個人総合選手権大会  ２月 ６日（日） 呉市安浦体育館 

ひろしまオープン 2022  ３月１２日（土）・１３日（日） 県立総合体育館大アリーナ 

県団体総合選手権大会  ３月２１日（月） 三原リージョンプラザ 
 

２）第３回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 

   新型コロナウイルス感染防止のため，学年および男女で日と場所を分けて実施する。 

   【２年生の部】 

種 目：個人戦ダブルス・シングルス  

     日 時：令和４年 ２月 ５日（土） 

会 場：安佐南区スポーツセンター大小体育室（男子） 

中区スポーツセンター大小体育室（女子） 

出場枠：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） 

   【１年生の部】 

種 目：個人戦ダブルス・シングルス  

     日 時：令和４年 ２月１２日（土） 

会 場：安佐南区スポーツセンター大小体育室（男子） 

中区スポーツセンター大小体育室（女子） 

出場枠：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）その他 

     県協会主催の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，基本的には当日会場でも購入できます。 

 

７ 教職員連盟関係 

１）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１６日(月)～１９日(木)  新潟県新潟市 

      新型コロナウイルス感染拡大により中止 
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２）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 

   期 日：令和３年１２月２６日(日)～２７日(月) 

会 場：倉吉体育文化会館（鳥取県倉吉市） 

   種 目：団体戦（一般・壮年），個人戦（年齢別 単・複・ 混合複） 

申込先：市立福山高校 平木 台二郎（県内とりまとめ） 
 

 ３）第３８回広島県教職員バドミントン選手権大会について 

    期 日：令和３年１１月２８日(日) 

会 場：市立福山高校体育館 

   種 目：男子シングルス・ダブルス（年齢別），女子シングルス・ダブルス 

申込先：市立福山高校 平木 台二郎 

 

８ 県高校新人大会について 

  １）学校対抗戦  

令和３年１１月１３日（土） 男子：福山通運ローズアリーナ  運営：福山地区 

               開場時間（午前） ９：００ 競技開始（午前） ９：３０ 

  開場時間（午後）１３：００ 競技開始（午後）１３：３０ 

              女子：三原リージョンプラザ   運営：尾三地区 

               開場時間（午前） ９：００ 競技開始（午前） ９：３０ 

  開場時間（午後）１３：００ 競技開始（午後）１３：３０ 

１４日（日） 男女：福山通運ローズアリーナ  運営：福山地区 

        開場時間 ９：００     競技開始 ９：３０ 
 

  ２）個人対抗戦 

令和３年１１月２０日（土） 男子：基町高校         運営：尾三/広島地区 

               開場時間 １０：００    競技開始 １０：３０ 

              女子：府中高校         運営：福山地区 

               開場時間 １０：００    競技開始 １０：３０ 

２１日（日） 男子：市立福山高校       運営：福山地区 

               開場時間 １０：００    競技開始 １０：３０ 

 女子：福山葦陽高校       運営：福山地区 

               開場時間 １０：００    競技開始 １０：３０ 

◎会場より 

 

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。 

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。 

     学校対抗戦において，オーダー交換所を設けます。オーダー交換は原則監督によるものとし， 

選手やマネージャーによる交換は認められません。 

     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，本部でも貸出します。  
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４）競技進行および新型コロナウイルス感染対策について…別紙参照  

 

   学校対抗戦について 

    １日目は，午前に左上と右下の山，午後に左下と右上の山の試合を行う。 

    基本的には１日目にベスト１６がけまでの試合を行う。 

ただし，第１シードと第２シードに限ってベスト８がけまで行う。 

    審判要員として，ベンチ入りメンバーに加え，チームメイト最大３名の入場を認める。 

 

 ５）その他 

・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必ず登録および支払いをしてください。 

◆広島県協会「会員登録」https://hiroshima badminton.com/touroku/（別紙参照） 

・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質問はできますが，主審および線審への抗議は認められていません。 

      ・会場内で購入した飲料なども含めゴミの持ち帰りをお願いします。 

また，会場内のゴミ箱は極力使用しないでください。 

      ・貴重品の管理をよろしくお願いします。 

      ・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。 

    ・フラッシュ撮影および写真や動画のＳＮＳ投稿は禁止とします。 

      ・会場内の忘れ物は一旦事務局で預かり，一定期間後に処分します。 

 

９ 県高校新人大会プログラム編成について 

 

        ・学校対抗戦についてシード校の確認および抽選 

 
 

    ・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   
 

     

 


