
  

新年明けまして、おめ

２月、梅の季節になっていると思います。今年は、東京オリンピックの前の年でもあり、バドミ

ントンアスリートには、ランキングによる選考会が

１月６日（日）に日本バドミントン協会の主催によるバドミントンキャラバンに参加してまいり

ました。静岡市の静岡英和大学が会場で、初心者、ジュニア、指導者の参加による講義、実技指

しまいました。

静岡市、関係者の皆様方の協力で行われ、大変充実した素晴ら

しい講習会となりました。

 

バドミントンは過去には輝かしい実績がありましたが、最近はインターハイの実績もいまひとつ

であり、実業団も現在はジャトコだけが主に活動しているのが実状です。ジュニアの育成は、各

指導者のもと、年々レベルアップが図られていると思われますが、そのあとの育成が先細りとな

っているような気がします。静岡県バドミントン界のこれからの課題は、実業団チームの増加と

全体の活性化が、必要だと思われます。一言で言ってしまえば、簡単なんですが、非常に大変

ことです。県の優秀選手が、また、静岡県に戻ってバドミントンをやっていくには、企業への働

きかけ、ＮＰＯ法人の設立等色々な方策が必要だと推測します。皆様の英知を結集し、これから

の、静岡県のバドミントンを盛り上げていきたいですね。
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全国巡回バドミントン講習会（バドミントン・キャラバン
趣旨：全国でのバドミントンのさらなる普及とバドミントンの価値を高めるために、バドミントンをしたことのない人をバドミントンへ誘うとともに、指導者の質の向上を目指す。５年間で全国４７都道府県を巡回する。

講演する中山様

  

新年明けまして、おめ

２月、梅の季節になっていると思います。今年は、東京オリンピックの前の年でもあり、バドミ

ントンアスリートには、ランキングによる選考会が

１月６日（日）に日本バドミントン協会の主催によるバドミントンキャラバンに参加してまいり

ました。静岡市の静岡英和大学が会場で、初心者、ジュニア、指導者の参加による講義、実技指

しまいました。

静岡市、関係者の皆様方の協力で行われ、大変充実した素晴ら

しい講習会となりました。

 現在、国内のバドミントン人口は増え、レベルが大変アップしたせいでしょうか、昔は県内の

バドミントンは過去には輝かしい実績がありましたが、最近はインターハイの実績もいまひとつ

であり、実業団も現在はジャトコだけが主に活動しているのが実状です。ジュニアの育成は、各

指導者のもと、年々レベルアップが図られていると思われますが、そのあとの育成が先細りとな

っているような気がします。静岡県バドミントン界のこれからの課題は、実業団チームの増加と

全体の活性化が、必要だと思われます。一言で言ってしまえば、簡単なんですが、非常に大変

ことです。県の優秀選手が、また、静岡県に戻ってバドミントンをやっていくには、企業への働

きかけ、ＮＰＯ法人の設立等色々な方策が必要だと推測します。皆様の英知を結集し、これから

の、静岡県のバドミントンを盛り上げていきたいですね。

 

（４） 

ジュニア・指導者向け講演会

 一部 「バドミントンとの出会い」

 二部 「バドミントンとの出会い

 三部 「オリンピック学習」

 2020 ホストタウンのとりくみ（静岡市）

初めてのバドミントン

 ・ヨネックスのデモンストレーターによる模範試合

 ・シャトルで遊ぼう

ヨネックスの選手による模範試合

ジュニア教室

 1.体育館での実技

  ①素早く動くこと

 2.講義「勝つためのノートの作り方」

 3.講義「勝つための日常生活

指導者座談会

 講師：中山紀子・栂野尾悦子・

全国巡回バドミントン講習会（バドミントン・キャラバン
趣旨：全国でのバドミントンのさらなる普及とバドミントンの価値を高めるために、バドミントンをしたことのない人をバドミントンへ誘うとともに、指導者の質の向上を目指す。５年間で全国４７都道府県を巡回する。

講演する中山様

新年明けまして、おめでとうございます。「バドミントンしずおか５８号」が発刊される頃はもう

２月、梅の季節になっていると思います。今年は、東京オリンピックの前の年でもあり、バドミ

ントンアスリートには、ランキングによる選考会が

１月６日（日）に日本バドミントン協会の主催によるバドミントンキャラバンに参加してまいり

ました。静岡市の静岡英和大学が会場で、初心者、ジュニア、指導者の参加による講義、実技指

導をグループに分かれて実施いたしました。講師として、静岡県出身の中山紀子

（旧姓 高木紀子

ス所属の

選手・與猶くるみ

過ごしました。

当初は何人集まるのか心配ではありましたが、

開会式で５００人程入る会場は満席になって

しまいました。 運営は日本バドミントン協会を軸に当協会、

静岡市、関係者の皆様方の協力で行われ、大変充実した素晴ら

しい講習会となりました。

現在、国内のバドミントン人口は増え、レベルが大変アップしたせいでしょうか、昔は県内の

バドミントンは過去には輝かしい実績がありましたが、最近はインターハイの実績もいまひとつ

であり、実業団も現在はジャトコだけが主に活動しているのが実状です。ジュニアの育成は、各

指導者のもと、年々レベルアップが図られていると思われますが、そのあとの育成が先細りとな

っているような気がします。静岡県バドミントン界のこれからの課題は、実業団チームの増加と

全体の活性化が、必要だと思われます。一言で言ってしまえば、簡単なんですが、非常に大変

ことです。県の優秀選手が、また、静岡県に戻ってバドミントンをやっていくには、企業への働

きかけ、ＮＰＯ法人の設立等色々な方策が必要だと推測します。皆様の英知を結集し、これから

の、静岡県のバドミントンを盛り上げていきたいですね。

ジュニア・指導者向け講演会

「バドミントンとの出会い」

バドミントンとの出会い

オリンピック学習」

ホストタウンのとりくみ（静岡市）

初めてのバドミントン 

ヨネックスのデモンストレーターによる模範試合

トルで遊ぼう 

ヨネックスの選手による模範試合

ジュニア教室（3クール）

体育館での実技 「～オリンピアンの

①素早く動くこと 

講義「勝つためのノートの作り方」

講義「勝つための日常生活

指導者座談会 「バドミントンの指導について

中山紀子・栂野尾悦子・

全国巡回バドミントン講習会（バドミントン・キャラバン
趣旨：全国でのバドミントンのさらなる普及とバドミントンの価値を高めるために、バドミントンをしたことのない人をバドミントンへ誘うとともに、指導者の質の向上を目指す。５年間で全国４７都道府県を巡回する。

講演する中山様 

でとうございます。「バドミントンしずおか５８号」が発刊される頃はもう

２月、梅の季節になっていると思います。今年は、東京オリンピックの前の年でもあり、バドミ

ントンアスリートには、ランキングによる選考会が

１月６日（日）に日本バドミントン協会の主催によるバドミントンキャラバンに参加してまいり

ました。静岡市の静岡英和大学が会場で、初心者、ジュニア、指導者の参加による講義、実技指

導をグループに分かれて実施いたしました。講師として、静岡県出身の中山紀子

高木紀子 

所属のオリンピアン

・與猶くるみ選手を迎え、充実した１日を

過ごしました。 

当初は何人集まるのか心配ではありましたが、

開会式で５００人程入る会場は満席になって

運営は日本バドミントン協会を軸に当協会、

静岡市、関係者の皆様方の協力で行われ、大変充実した素晴ら

しい講習会となりました。 

現在、国内のバドミントン人口は増え、レベルが大変アップしたせいでしょうか、昔は県内の

バドミントンは過去には輝かしい実績がありましたが、最近はインターハイの実績もいまひとつ

であり、実業団も現在はジャトコだけが主に活動しているのが実状です。ジュニアの育成は、各

指導者のもと、年々レベルアップが図られていると思われますが、そのあとの育成が先細りとな

っているような気がします。静岡県バドミントン界のこれからの課題は、実業団チームの増加と

全体の活性化が、必要だと思われます。一言で言ってしまえば、簡単なんですが、非常に大変

ことです。県の優秀選手が、また、静岡県に戻ってバドミントンをやっていくには、企業への働

きかけ、ＮＰＯ法人の設立等色々な方策が必要だと推測します。皆様の英知を結集し、これから

の、静岡県のバドミントンを盛り上げていきたいですね。

ジュニア・指導者向け講演会 

「バドミントンとの出会い」

バドミントンとの出会い～映像で振り返る

オリンピック学習」（佐藤冴香

ホストタウンのとりくみ（静岡市）

 

ヨネックスのデモンストレーターによる模範試合

 ・シャトルを打とう

ヨネックスの選手による模範試合 

クール） 

「～オリンピアンの

 ②かつがず打つこと

講義「勝つためのノートの作り方」

講義「勝つための日常生活」 

「バドミントンの指導について

中山紀子・栂野尾悦子・内藤真実・今別府香里

全国巡回バドミントン講習会（バドミントン・キャラバン
趣旨：全国でのバドミントンのさらなる普及とバドミントンの価値を高めるために、バドミントンをしたことのない人をバドミントンへ誘うとともに、指導者の質の向上を目指す。５年間で全国４７都道府県を巡回する。

でとうございます。「バドミントンしずおか５８号」が発刊される頃はもう

２月、梅の季節になっていると思います。今年は、東京オリンピックの前の年でもあり、バドミ

ントンアスリートには、ランキングによる選考会が

１月６日（日）に日本バドミントン協会の主催によるバドミントンキャラバンに参加してまいり

ました。静岡市の静岡英和大学が会場で、初心者、ジュニア、指導者の参加による講義、実技指

導をグループに分かれて実施いたしました。講師として、静岡県出身の中山紀子

 掛川西高出身）様、栂野

オリンピアン佐藤冴香

選手を迎え、充実した１日を

当初は何人集まるのか心配ではありましたが、

開会式で５００人程入る会場は満席になって

運営は日本バドミントン協会を軸に当協会、

静岡市、関係者の皆様方の協力で行われ、大変充実した素晴ら

現在、国内のバドミントン人口は増え、レベルが大変アップしたせいでしょうか、昔は県内の

バドミントンは過去には輝かしい実績がありましたが、最近はインターハイの実績もいまひとつ

であり、実業団も現在はジャトコだけが主に活動しているのが実状です。ジュニアの育成は、各

指導者のもと、年々レベルアップが図られていると思われますが、そのあとの育成が先細りとな

っているような気がします。静岡県バドミントン界のこれからの課題は、実業団チームの増加と

全体の活性化が、必要だと思われます。一言で言ってしまえば、簡単なんですが、非常に大変

ことです。県の優秀選手が、また、静岡県に戻ってバドミントンをやっていくには、企業への働

きかけ、ＮＰＯ法人の設立等色々な方策が必要だと推測します。皆様の英知を結集し、これから

の、静岡県のバドミントンを盛り上げていきたいですね。

「バドミントンとの出会い」（中山紀子

～映像で振り返る

佐藤冴香 2012 年ロンドンオリンピック

ホストタウンのとりくみ（静岡市） 

ヨネックスのデモンストレーターによる模範試合

・シャトルを打とう 

 

「～オリンピアンのプレイを真似しよう！～」

がず打つこと 

講義「勝つためのノートの作り方」 

「バドミントンの指導について

内藤真実・今別府香里

全国巡回バドミントン講習会（バドミントン・キャラバン
趣旨：全国でのバドミントンのさらなる普及とバドミントンの価値を高めるために、バドミントンをしたことのない人をバドミントンへ誘うとともに、指導者の質の向上を目指す。５年間で全国４７都道府県を巡回する。

バドミントン

静岡県バドミントン協会

でとうございます。「バドミントンしずおか５８号」が発刊される頃はもう

２月、梅の季節になっていると思います。今年は、東京オリンピックの前の年でもあり、バドミ

ントンアスリートには、ランキングによる選考会が熾烈

１月６日（日）に日本バドミントン協会の主催によるバドミントンキャラバンに参加してまいり

ました。静岡市の静岡英和大学が会場で、初心者、ジュニア、指導者の参加による講義、実技指

導をグループに分かれて実施いたしました。講師として、静岡県出身の中山紀子

掛川西高出身）様、栂野

佐藤冴香選手・内藤真実

選手を迎え、充実した１日を

当初は何人集まるのか心配ではありましたが、

開会式で５００人程入る会場は満席になって

運営は日本バドミントン協会を軸に当協会、

静岡市、関係者の皆様方の協力で行われ、大変充実した素晴ら

現在、国内のバドミントン人口は増え、レベルが大変アップしたせいでしょうか、昔は県内の

バドミントンは過去には輝かしい実績がありましたが、最近はインターハイの実績もいまひとつ

であり、実業団も現在はジャトコだけが主に活動しているのが実状です。ジュニアの育成は、各

指導者のもと、年々レベルアップが図られていると思われますが、そのあとの育成が先細りとな

っているような気がします。静岡県バドミントン界のこれからの課題は、実業団チームの増加と

全体の活性化が、必要だと思われます。一言で言ってしまえば、簡単なんですが、非常に大変

ことです。県の優秀選手が、また、静岡県に戻ってバドミントンをやっていくには、企業への働

きかけ、ＮＰＯ法人の設立等色々な方策が必要だと推測します。皆様の英知を結集し、これから

の、静岡県のバドミントンを盛り上げていきたいですね。

中山紀子氏） 

～映像で振り返る～」（栂野尾悦子

年ロンドンオリンピック

ヨネックスのデモンストレーターによる模範試合 

 ・ラリーラリー

プレイを真似しよう！～」

「バドミントンの指導についての悩み解決

内藤真実・今別府香里 

全国巡回バドミントン講習会（バドミントン・キャラバン
趣旨：全国でのバドミントンのさらなる普及とバドミントンの価値を高めるために、バドミントンをしたことのない人をバドミントンへ誘うとともに、指導者の質の向上を目指す。５年間で全国４７都道府県を巡回する。

初めてのバドミントン

バドミントンキャラバンに参加して思う

静岡県バドミントン協会

でとうございます。「バドミントンしずおか５８号」が発刊される頃はもう

２月、梅の季節になっていると思います。今年は、東京オリンピックの前の年でもあり、バドミ

熾烈の年でもあります。

１月６日（日）に日本バドミントン協会の主催によるバドミントンキャラバンに参加してまいり

ました。静岡市の静岡英和大学が会場で、初心者、ジュニア、指導者の参加による講義、実技指

導をグループに分かれて実施いたしました。講師として、静岡県出身の中山紀子

掛川西高出身）様、栂野尾悦子（旧姓竹中悦子）様と

内藤真実コーチ・今別府香里

選手を迎え、充実した１日を 

当初は何人集まるのか心配ではありましたが、

開会式で５００人程入る会場は満席になって 

運営は日本バドミントン協会を軸に当協会、

静岡市、関係者の皆様方の協力で行われ、大変充実した素晴ら

現在、国内のバドミントン人口は増え、レベルが大変アップしたせいでしょうか、昔は県内の

バドミントンは過去には輝かしい実績がありましたが、最近はインターハイの実績もいまひとつ

であり、実業団も現在はジャトコだけが主に活動しているのが実状です。ジュニアの育成は、各

指導者のもと、年々レベルアップが図られていると思われますが、そのあとの育成が先細りとな

っているような気がします。静岡県バドミントン界のこれからの課題は、実業団チームの増加と

全体の活性化が、必要だと思われます。一言で言ってしまえば、簡単なんですが、非常に大変

ことです。県の優秀選手が、また、静岡県に戻ってバドミントンをやっていくには、企業への働

きかけ、ＮＰＯ法人の設立等色々な方策が必要だと推測します。皆様の英知を結集し、これから

の、静岡県のバドミントンを盛り上げていきたいですね。 

栂野尾悦子氏

年ロンドンオリンピック

ラリーラリー 

プレイを真似しよう！～」 

の悩み解決」 

全国巡回バドミントン講習会（バドミントン・キャラバン 2018
趣旨：全国でのバドミントンのさらなる普及とバドミントンの価値を高めるために、バドミントンをしたことのない人をバドミントンへ誘うとともに、指導者の質の向上を目指す。５年間で全国４７都道府県を巡回する。

初めてのバドミントン集合写真

キャラバンに参加して思う

静岡県バドミントン協会

副理事長

でとうございます。「バドミントンしずおか５８号」が発刊される頃はもう

２月、梅の季節になっていると思います。今年は、東京オリンピックの前の年でもあり、バドミ

の年でもあります。 

１月６日（日）に日本バドミントン協会の主催によるバドミントンキャラバンに参加してまいり

ました。静岡市の静岡英和大学が会場で、初心者、ジュニア、指導者の参加による講義、実技指

導をグループに分かれて実施いたしました。講師として、静岡県出身の中山紀子

悦子（旧姓竹中悦子）様と

・今別府香里

現在、国内のバドミントン人口は増え、レベルが大変アップしたせいでしょうか、昔は県内の

バドミントンは過去には輝かしい実績がありましたが、最近はインターハイの実績もいまひとつ

であり、実業団も現在はジャトコだけが主に活動しているのが実状です。ジュニアの育成は、各

指導者のもと、年々レベルアップが図られていると思われますが、そのあとの育成が先細りとな

っているような気がします。静岡県バドミントン界のこれからの課題は、実業団チームの増加と

全体の活性化が、必要だと思われます。一言で言ってしまえば、簡単なんですが、非常に大変

ことです。県の優秀選手が、また、静岡県に戻ってバドミントンをやっていくには、企業への働

きかけ、ＮＰＯ法人の設立等色々な方策が必要だと推測します。皆様の英知を結集し、これから
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連盟Ｕ－１９代表合宿受入時の、多くの功績に対するお礼として、田辺信宏

静岡市長より、感謝状を賜り、静岡市役所において、贈呈式が執り行われま

した。式典では、静岡市の大石貴生観光交流文化局次長が「合宿において、

貴殿には練習相手となる日本人選手の調整や練習環境の整備に多大なるご

尽力を賜り、心より感謝申し上げます」と謝辞を述べられました。

バドミントンは今追い風の中にあり、マスコミからも注目を浴

びる機会が増えて、我々としても喜ばしい反面、身の引き締ま

る思いで日々の活動に

０年まで微力ではありますが、静岡市のお力になれるよう、

我々静岡県バドミントン協会は全力で努めていきます。今後と

もよろしくお願い申し上げます。本日は身に余る光栄を

田辺市長をはじめとする静岡市の皆さんには感謝申し上げます。」という言葉で締められました。
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の交流戦（フレンドリーマッチ）も行いました。

健闘を称え合い抱擁する場面や記念写真を撮るなどそれは日中の友好、交流を

確かなものとするに相応しい光景が随所に見られました。日本選手は
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キャンプ実施の

私たちにとっても誇らしく感動的なものとなりました。最後

に杉山理事長は、静岡市の皆さんに向けて「この度は、数多

いスポーツの中から対象競技としてバドミントンを選んでい

ただき感謝申し上げます。
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