令和元年度 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
令和元年１０月１８日(金)
委員会 １０：３０～
部 会 １３：３０～
会 場 びんご運動公園会議室
１

部長挨拶

２

県高体連バドミントン専門部関係

校務のため欠席

○ 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，広島国際学院

女子団体：安田女子

女子個人：安田女子，広島県瀬戸内

全日本ジュニア選手権

男子単複：広島城北 女子単：広島県瀬戸内 女子複：安田女子

１）令和２年度県大会日程・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
個人対抗戦

６月

６日（土）・ ７日（日） 広島地区

６月 １３日（土）・１４日（日）

呉 地区

⇒県高校総体予定日より１週間前の実施を県高体連事務局へ要望する。
理由：中国高校選手権大会が６月１９日（金）から始まり，出場選手は３週間連続で大会へ
出場することになるため，健康面が懸念される。
６月１４日（日）が GTEC の実施日と重なるため高等学校の会場確保が困難である。

県新人 学校対抗戦

１１月 ７日（土）・ ８日（日） 尾三地区 （日程未定）

個人対抗戦

１１月１４日（土）・１５日（日） 福山地区 （日程未定）

２）強化普及対策委員会より
・夏期強化合宿 期 日： ８月６日（火）～ ７日（水）
（報告）

会 場： 呉市安浦公民館（男子会場）
三原リージョンプラザ（女子Ａ会場）
バンブージョイハイランド（女子Ｂ会場）
参加者： 本年度県総体出場の１・２年生

・冬期強化合宿 期 日： １２月１４日（土）～１５日（日）
（予定）

会 場： 安田女子大学体育館（予定） ほか
参加者： 中国選抜大会出場者および他県の有力校

３）その他
第３回委員会 令和２年１月２８日（火）１４：００～ 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）令和元年１２月１５日（日） 広島国際学院高校
福山地区公認審判検定会（準３級）令和元年１２月 ８日（日） 広島県立府中高等学校
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３

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）2020 年インターハイ開催に向けた特別基金について
引き続き「2020 年インターハイ特別基金」へのご協力をお願いします。
３）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

中国大会関係
１）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) （鳥取県開催）
会 場： コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク メインアリーナ１２面
参加枠： 学校対抗戦 各県男女各１校
個人対抗戦 各県男女各３複３単
開催県はこれに１複１単を加える
※県新人大会において，個人対抗戦の３位決定戦を行う。

変更点： 学校対抗戦 旧：各県１位校＋開催県２位校の計６校による団体戦
３校ずつＡ・Ｂグループ予選リーグの後，順位決定戦
新：各県１位校の計５校による総当たり戦（リーグ戦）
個人対抗戦 旧：広島・岡山４複４単，鳥取・島根・山口３複３単
開催県はこれに１複１単を加え，１８名（組）のトーナメント戦
新：全県３複３単
開催県はこれに１複１単を加え，１６名（組）のトーナメント戦
課題：広島県は協会登録者が増加している反面，エントリー数が減らされ，上位大会への出場機会が失われる。
学校対抗戦および個人対抗戦のエントリー減は，大会参加費の減となるため大会運営が困難となる。

２）第６３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２年 ６月１９日（金）～２１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）
※大会初日に学校対抗戦２回戦までを実施する。
大会の詳細については１２月の各県委員長会議で検討予定。
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
広島県開催の中国大会は，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。
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５

全国高体連関係
１）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２５日（水）～２９日（日）
会 場： 鹿児島アリーナ１８面，サンアリーナせんだい１８面
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）
２）令和２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２年８月７日(金)開会式 ８月８日(土)～１２日(水)競技
会 場： 愛媛県武道館，愛媛県総合運動公園体育館，
松山市総合コミュニティーセンター体育館
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
４）その他
・ウェアに関する表示規定の遵守について
・全国高体連専門部創立７０周年記念ネクタイの購入協力について

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（本年度後半）
県高校学年別大会

２月 ８日（土） びんご運動公園・安佐南区スポーツセンター

ひろしまオープン

２月１５日（土）・１６日（日） 県立総合体育館大小アリーナ

県団体総合選手権

３月 ８日（日） 三原リージョンプラザ

県個人総合選手権

３月１５日（日） 呉市体育館

２）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。
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購入できます。
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７

教職員連盟関係
１）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（広島県開催）
期

日：令和元年１２月２１日(土)～２２日(日)

会

場：広島市安芸区スポーツセンター

種

目：団体戦（一般・壮年），個人戦（年齢別 単・複・ 混合複）

申込先：大会事務局（市立福山高校

平木先生）

県内１１月１８日（月）まで

・大会運営協力および補助員協力について
２）第３６回広島県教職員バドミントン選手権大会について
期

日：令和元年１２月

１日（日）

会

場：福山市立福山高等学校

種

目：個人戦（年齢別 単・複）

申込先：大会事務局（市立福山高校
８

平木先生）

１１月２５日（月）まで

県高校新人大会について
１）学校対抗戦
令和元年１１月 ９日（土）・１０日（日） 男女：びんご運動公園体育館
開場時間

開始時間

９日（土）

９：００

１０：３０

１０日（日）

９：００

９：３０

※ 初日は男女とも２回戦まで行う予定

◆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 盗難被害が頻発しています。
・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 保護者や応援の方を含め，各校においてもご指導ください。
・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。
２）個人対抗戦
令和元年１１月１６日（土）・１７日（日） 男子：市立福山高校 女子：福山葦陽高校
開場時間

開始時間

１６日（土）

９：３０

１０：３０

１７日（日）

８：３０

９：００
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◆会場校からの連絡事項
・市立福山高校
駐車場について要確認

・福山葦陽高校
駐車場について要確認

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。
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，本部も貸出用を用意します。
４）その他
・県新人大会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必ず登録手続きをしてください。
・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。
・バドミントン競技規則中の大会運営規程第４章「競技者及び試合」第１９条について（確認）

第４章 競技者及び試合
第１９条

本会主催の第１種大会の個人戦においては組み合わせ決定後、エントリーの変

更はできない。また、試合を棄権したものは、それより後の同一種目及び同大会
にエントリーしている他の種目全てにおいて出場できない。ただし、ダブルスの
場合、棄権したプレーヤーのパートナーは除くものとする。また、本規定の運用
に関し、棄権行為が本人または本人以外の者を有利にする目的でなく、正当な理
由をもった棄権行為としてレフェリー（競技役員長）が判断した場合、レフェリ
ー（競技役員長）の判断により、棄権後の他のエントリー種目に出場することを
認めることがある。
第２０条 団体戦においては、大会開始後、プレーヤーの責任ではない状況（けが、病気
、弔事など）が発生した場合は、残りの登録プレーヤーで試合が可能な場合はこ
れを認める。なお、その該当プレーヤーが、その後回復し試合続行可能な場合は
これを認めるものとする。ただし、これらのすべての事項に関しそれが公正なも
のであるかは、その大会のレフェリー（競技役員長）が医師または医療補助員な
どの助言に基づき判断するものとする。
【参考資料】（公財）日本バドミントン協会「大会運営規程」より
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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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