令和４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４年５月１０日(火)
９：３０～１２：３０
部 会 １３：３０～１６：３０
会 場 東区民文化センター

委員会

１ 部長挨拶
部長より挨拶
２ 県高体連バドミントン専門部関係
１）令和４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

中野 和子 （高 陽） 新
※池田 晋也 （高 陽）

[県専門部委員］
広島地区
※川本 淳慈 （安古市） 会計 新
※呉
洸星 （広島国際学院） 競技委員長
◯坂倉 みかり （高陽東）
赤川 雅美 （安田女子）
相良 展広 （広島城北）
古澤 謙吾 （崇 徳）
福山地区

◯杉野 友亮 （銀河学院）
中原 正人 （市立福山）
※花岡
理 （府 中） 競技副委員長
三宅 伸弥 （福山商業） 新

尾三地区

◯浜崎
淳 （広島商船）
臼井 大地 （因 島） 新

呉地区
三次地区

◯野宮 三鈴 （呉宮原）
※久田 和典 （呉三津田） 副委員長
○板垣 哲司 （庄原実業） 新

[強化普及対策委員］
委員長
相良 展広 （広島城北）
副委員長
赤川 雅美 （安田女子）
委 員
広島地区
世並 征之 （高 陽） 平原 豪人（広島工大） 新
福山地区
渡邊 清成 （福山工業）
山口 茉生央 （福山明王台）
尾三地区
広本 雅之 （尾道商業）
呉地区
髙井 英行 （清水ヶ丘）
三次地区
板垣 哲司 （庄原実業）新
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２）令和３年度県専門部事業報告
期

日

５月 ９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

考

中区ＳＣ
佐伯区ＳＣ

５月２９日(土)
県高校総体（学校対抗戦）
～５月３０日(日)

佐伯区ＳＣ
中区ＳＣ

６月 ５日(土)
県高校総体（個人対抗戦）
～６月 ６日(日)

呉市安浦体育館
みよし公園カルチャーＣ
呉三津田高校，呉宮原高校

７月１１日(日)

備

国体県代表選手選考会
（少年の部２次予選）

委員会/監督会議
５月１１日(火)
東区民文化センター

中区ＳＣ

８月 ２日(月)
県高体連夏期強化合宿
～８月 ３日(火)

広島城北高校
県立総合体育館
基町高校

日帰りで開催

８月１７日(火)
JOC 全日本ジュニア県予選会
～８月１８日(水)

安佐北区ＳＣ
県立総合体育館

全国大会中止に
伴い中止

１１月１３日(土)
県 高 校 新 人 大 会 （ 学 校 対 抗 福山通運ローズアリーナ
～１１月１４日(日) 戦）
三原リージョンプラザ
基町高校，府中高校
１１月２０日(土)
県高校新人大会（個人対抗
市立福山高校
～１１月２１日(日) 戦）
福山葦陽高校
１ ２ 月 ２ ５ 日
（土）
県高体連冬期強化合宿
～１２月２６日
（日）
２月 ５日(土)
２月１２日(土)

広島城北高校
安田女子高校

安佐南区ＳＣ
中区ＳＣ

県高校学年別大会

３）令和３年度専門部会計報告（会計より

委員会/監督会議
１０月２２日(金)
びんご運動公園

委員会
１月２０日(木)
ウェンディひと・ま
ちプラザ

別紙参照）

中国選手権大会関係の収支が一部出納簿に含まれているため，出納簿と決算書で収支の
金額に差異が生じている。
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４）令和４年度県専門部事業計画
期

日

５月 ８日(日)

大 会 名

会

国体県代表選手選考会
（少年の部１次予選）

備

考

男子：東区ＳＣ
女子：中区ＳＣ
男子： 中区ＳＣ・広島国泰寺高

５月２８日(土)
県高校総体（学校対抗戦）
～５月２９日(日)

校

女子：佐伯区ＳＣ

委員会/監督会議
男子；中区ＳＣ・呉三津田高 ５月１０日(火)
東区民文化センター
校
女子；呉市体育館・呉宮原高
校

６月１１日(土)
県高校総体（個人対抗戦）
～６月１２日(日)

７月１０日(日)

場

国体県代表選手選考会
（少年の部２次予選）

安芸区ＳＣ

７月下旬～８月上
県高体連夏期強化合宿
旬

未定

８月９日(火)
JOC 全日本ジュニア県予選会
～８月１０日(水)

8/9：安佐北区ＳＣ
8/10：佐伯区ＳＣ

１１月５日(土)
県高校新人大会（学校対抗
～１１月６日(日) 戦）

11/5 男子：びんご運動公園
女子：三原ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ
11/6 男女：びんご運動公園

11/19 男女：福山ﾛｰｽﾞｱﾘｰﾅ
１１月１９日(土)
県高校新人大会（個人対抗
11/20 男子：市立福山高校
～１１月２０日(日) 戦）
女子：未定

１２月下旬

県高体連冬期強化合宿

未定

２月４日(土)
２月５日(日)

県高校学年別大会

男子：びんご運動公園
女子：佐伯区ＳＣ

委員会/監督会議
１０月２１日(金)
びんご運動公園

委員会
１月２４日(火)
場所 未定

県総体および県新人の学校対抗戦と個人対抗戦の期日が２週間空いてしまう。
個人対抗戦の初日を学校の体育館で実施すると感染対策が不十分となるため，観覧席を有する
公共の体育館を確保するために，やむを得ずこの開催日となった。
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５）令和４年度強化普及対策計画（強化普及対策委員会より）
夏期強化合宿 期 日： 令和４年 ７月末インターハイ後～８月上旬
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（感染拡大状況を鑑み通い合宿を中心に検討）
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，
国体ブロック予選出場の３年生
冬期強化合宿 期 日： 令和４年１２月下旬
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
６）その他
〇審判資格関係
広島地区公認審判検定会（準３級） ８月・１２月ごろに予定（高校生向け）
福山地区公認審判検定会（準３級） ６月実施（一般向け）
３ 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（別紙参照）
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。必ず事前に各地区委員長を通して会計（安古市高校 川本）へお知らせくだ
さい。事後請求はできません。※今年度から申請方法に変更あり
３）令和４年度全国高体連運営負担金の徴収について（別紙参照）
県総体学校対抗戦初日に男女それぞれ１チーム 1,000 円を各会場にて受付時に徴収いたしますの
でご準備ください。県内で取りまとめて全国高体連へ振込みます。問い合わせは委員長（高陽
高校 池田）へお願いします。
４ 中国大会関係
1） 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： 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
２）第５１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５年 １月 ６日（金）～ ８日（日）【広島県開催】
会 場： グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー（1/6～1/8）
佐伯区スポーツセンター（1/7 のみ）
参加枠： 学校対抗 各県男女各１校
個人対抗 各県男女各３複３単 開催県４複４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 全国大会関係
１）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)～１３日(金)
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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）
参加枠： 学校対抗 各県男女各１ ◎男子 広島城北 女子 安田女子 出場
個人対抗 各県男女各２ ◎男子複 広島城北，高陽 女子複 安田女子 出場
◎男子単 広島城北，高陽 女子単 安田女子 出場
２）第５０回記念全国高等学校選抜バドミントン大会について（報告）
期 日： 令和４年 ３月２５日(金)～２８日(月)
会 場： 日環アリーナ栃木（栃木県宇都宮市）
参加枠： 学校対抗 各県男女各１チーム ◎男子 広島城北 女子 安田女子 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）
３）令和４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４年 ７月２３日(土)開会式，７月２４日(日)～２８日(木)競技
会 場： 日本フネン市民プラザ（吉野川市民プラザ）（徳島県吉野川市）
とくぎんトモニアリーナ（徳島市立体育館）（徳島県徳島市）
鳴門・大塚ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ（ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ，ｿｲｼﾞｮｲ武道館）（徳島県鳴門市）
４）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→山口県下松市に決定
６ 県協会関係
１）令和４年度専門部主管大会以外の協会主催大会について（予定）
中国総合県予選
７月 ３日（日） 安芸区ＳＣ
国体中国ブロック ８月１９日（金）～２１日（日） 東区ＳＣ
中国総合選手権
９月２３日（金）～２５日（日） 松江市総合体育館（島根県）
ひろしまオープン ３月４日（土）・５日（日）
安佐北区ＳＣ・佐伯区ＳＣ
広島県立総合体育館
県団体総合選手権 ３月１２日（日）
三原リージョンプラザ
県個人総合選手権 ３月１９日（日）
呉市安浦体育館
２）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）各種教職員大会について
➀第６１回全日本教職員バドミントン選手権大会について
令和４年 ８月１２日(月)～１６日(木) 愛媛県松山市
参加申込県内集約６／１２（日） 市立福山高校平木先生へ
②第３２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４年１２月１７日（土）・１８日（日）岡山県笠岡市
③第３９回広島県教職員バドミントン選手権大会について
令和４年１２月上旬
日程・会場未定
８ 県高校総体について
１）学校対抗戦（男子 73 校，女子 60 校出場）
令和４年 ５月２８日（土）・２９日（日）
男子：中区スポーツセンター大小体育室（小体育室は 5/28 午前使用不可）
広島国泰寺高校体育館（5/28 のみ）
女子：佐伯区スポーツセンター大小体育室
開場時間 5/28,男子９：００，１１：３０，１４：００
女子９：００，１１：００，１２：３０，１４：００
5/29，男女とも９：００
※１日目は試合番号で割り振り，入場時間を分ける。（詳細は別紙参照）
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●会場使用上の連絡（競技委員長より，別紙参照）
２）個人対抗戦
令和４年 ６月１１日（土）
男子：中区スポーツセンター大体育室，女子：呉市体育館
開場時間 ９：３０
令和４年 ６月１２日（日）
男子：呉三津田高校体育館，女子：呉宮原高校体育館
開場時間 ９：３０
●会場使用上の連絡（競技委員長，各会場校より 別紙参照）
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３）開催地区事務局による県大会運営について
・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，駐車場係の分担，学校会場の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（安古市高校 川本）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 1 チーム 1,000 円の徴収を行います。
（レジュメ後に根拠文）
・学校対抗戦においては，オーダー交換所を設け，対戦ごとにオーダー交換を行います。
・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ます。
リボン着用は不要とするが，サービスフォルトが疑われる選手にはリボン着用を求める。
４）県高校総体の実施方法および感染対策について
・県高体連事務局より感染予防対策について最新通達(レジュメ後に通知文)
◎「ウイルスを会場に持ち込まない」 ◎「掛け声は,最小限必要なもののみとする」
・学校対抗戦について…無観客，登録メンバー以外最大３名審判要員入場可
・競技委員長より（別紙参照）
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/（レジュメ後に説明）
・大会日程が２日間にまたがる場合，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。
・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。

-7-

９ 県高校総体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

１０ その他
・県大会個人対抗戦プログラム編成方法の改善について
改善の流れ…➀今回の委員会で方向性の提示，夏ごろまでに各地区で意見集約。
②秋の委員会で原案提示，検討→確定へ
③来年度の県総体から実施
改善の方向性…組合せ方法を改めるかどうかを含め，意見集約の上で再考する。
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